
ブルシェンシャフト

1815年に結成されたドイツのブルシェンシャフトについて80字以内で説明しなさい。

ウィーン体制で成立した君主連合のドイツ連邦を，自由主義と国民主義の立場から批判
し，強力な統一ドイツを求めた学生の組合で，メッテルニヒによって弾圧された。（76
字）

近代 欧州

問題

解答例

2008 國學院大學 4 2

ナポレオン

ナポレオンは，フランス革命の継承者であるという側面と同時に，それを否定する側面を持っていたが，ナポレ
オンが行った政策や行動をあげて，その二つの側面を具体的に説明しなさい。（100字程度）

フランス民法典を制定し，法の下の平等や財産権の保障など，フランス革命の原則を定着
させた。一方で，皇帝に就任して世襲君主制を採用し，革命戦争を侵略戦争に転化して一
族を王とするなど，諸国を支配した。

近代 欧州

問題

解答例

2000 福井大学 2

ウィーン体制

ナポレオンの敗北後に形成されたヨーロッパの国際秩序について，100字以内で説明しなさい。その際，以下の語
句を必ず使用し，用いた箇所すべてに下線を引きなさい。（10点）
神聖同盟　　メッテルニヒ　　ウィーン会議　　正統主義

メッテルニヒが主導したウィーン会議において，フランス革命前の王朝秩序を正統とみな
す正統主義に立脚したウィーン体制の国際秩序が樹立され，正統な君主間の連帯で秩序を
維持するための神聖同盟が結成された。

近代 欧州

問題

解答例

2010 東京外国語大学 2



産業革命

産業革命とは何かを説明せよ。（120字以内）

道具と自然力による手工業の生産様式を，大量生産を可能とする機械と，それを動かす蒸
気機関などの動力源による，工場制機械工業の生産様式に転換する変化が，産業革命であ
る。これにより資本主義体制が確立し，伝統的な社会構造や生活様式も変化を迫られる。
（120字）

近代 欧州

問題

解答例

2003 新潟大学 2

モンロー宣言

歴史上，帝国と呼ばれた国家は，多民族，他人種，他宗教を包摂する大きな領域をその版図におさめている場合
が多かった。それらの国家の繁栄と衰退，差異や共通性，内外の諸関係について，次の３つの設問に答えなさ
い。解答は，解答欄（ロ）を用い，設問ごとに行を改め，冒頭に(1)～(3)の番号を付して記しなさい。
問(3)　1898年に勃発したアメリカ-スペイン戦争をきっかけとして，アメリカ合衆国は，(a)モンロー宣言によっ
て定式化された従来の対外政策を脱し，より積極的な対外政策を追求しはじめた。とりわけこの戦争の舞台と
なったカリブ海や西太平洋，そして中国においては，戦後，(b)アメリカ合衆国の影響力が飛躍的に高まり，帝国
主義列強間の力関係にも大きな変化がもたらされた。下線部(a)・(b)に対応する以下の問いに，冒頭(a)・(b)を付し
て答えなさい。
(a)　この宣言の内容を，２行以内で説明しなさい。

アメリカ大陸とヨーロッパ諸国との相互不干渉，南北アメリカ大陸へのヨーロッパ諸国の
植民地拡大反対を表明した。（53字）

近代 北米

問題

解答例

2011 東京大学 2 3a

交通革命とその影響

交通革命について，その経済的影響を60字～70字以内で簡潔に述べなさい。

農村から都市への移動を容易にし、都市化・工業化を支えたほか、国内での統一市場形成
を助けた。輸出市場の拡大や原料調達も容易になった。（65字）

近代 欧州・北米

問題

解答例

2008 中央大学（経済2） 1



ドイツ統一方式の対立

そしてドイツでは各邦の代表をあつめ，ドイツ統一をめざして（14）が開かれ，憲法の制定が話し合われたが，
(c)ドイツ統一のあり方をめぐって対立がおこった。これらの動きは全体としてウィーン体制を崩壊させる動きで
あった。

問６　本文中の下線部(C)に関して，憲法制定の話し合いの中でドイツ統一のありかたをめぐって生じた主要な対
立を60字以内で説明しなさい。

オーストリアのドイツ人地域を含む大ドイツ主義とオーストリアを除きプロイセン中心の
統一小をめざす小ドイツ主義が対立した。

近代 欧州

問題

解答例

2008 島根県立大学 1 6

機械打ちこわし運動の背景

労働者は、利潤の追求を優先する資本家によって、不衛生な環境のもとで長時間労働と低賃金を強いられること
が多く、(A)労働争議が多発した。

機械打ちこわし運動には、手工業者や熟練工が多数参加した。彼らはなぜ機械に不満を向けたのか、産業革命と
のかかわりで説明しなさい。

機械による大量生産と技術革新の進展が、手工業者や熟練工の重要性を低下させ、工場で
単純労働を強いられる懸念があったから。（60字）

近代 欧州

問題

解答例

2009 津田塾大学国際 3 2

自由貿易

19世紀初頭，イギリスはどのような貿易体制を標榜していたか。名称をあげその内容を70字以内で説明せよ。

自由貿易。国際間の貿易の自由化により，国際分業に基づく経済の相互発展が実現すると
して，関税など貿易に関する国家規制の緩和・撤廃を主張した。

近代 欧州

問題

解答例

1998 北海道大学 4 7



じゃがいも飢饉

大陸横断鉄道の建設では，中国人労働者以外にアイルランド移民が使役されたが，彼らは何故，アイルランドを
離れて移民することになったのか，その背景となった事情を60字以内（句読点等を含む）で記せ。

イギリス人不在地主の小作人として困窮化し，ジャガイモが主食となって人口が増大した
が，ジャガイモの伝染病で飢饉が発生した。（60字）

近代 欧州

問題

解答例

2011 東京学芸大学 4 02

フランス七月革命

「民衆を導く自由の女神」が描いている事件について70字以内で簡潔に述べよ。

ブルボン復古王政の反動政治に対し，1830年に起こったフランス七月革命の市街戦であ
る。これにより立憲君主制のオルレアン七月王政が成立した。

近代 欧州

問題

解答例

2007 愛知教育大学 2 1

小ドイツ主義と大ドイツ主義

小ドイツ主義と大ドイツ主義のそれぞれの内容を，70字程度で説明せよ。

大ドイツ主義はオーストリア帝国内のオーストリアとベーメンを含むドイツの統合を志向
し，小ドイツ主義はオーストリア帝国を除外した統合を主張した。

近代 欧州

問題

解答例

1999 北海道大学 4 3



ルイ=ナポレオン

…この政府にはルイ=ブランなどの社会主義者が入閣し，労働権の保証や労働条件の改善などを試みたが，これら
必ずしも自由主義にそぐわない政策は有産者の不安を生んだ。同年末にルイ=ナポレオンが当選し，早くも有産者
の反撃が始まった。

ルイ=ナポレオンについて80字以内で説明しなさい。

ナポレオン１世の甥で，1851年にクーデタを敢行し，翌年国民投票で皇帝となって第二
帝政を開始した。内政では国民各層の対立を利用し，積極的が外政で威信の維持を図っ
た。（80字）

近代 欧州

問題

解答例

2011 國學院大學 4 2

穀物法，自由貿易

イギリス自由貿易運動と穀物法の関係について，100字以内で説明せよ。

ナポレオン戦争が終結すると，大陸からの安価な穀物の流入を阻止し，地主を保護するた
め穀物法が制定された。これに対し自由貿易主義を信奉する産業資本家などが反穀物法同
盟を組織し，穀物法反対運動を展開した。

近代 欧州

問題

解答例

2000 明治大学/商 5

ナポレオン３世の没落

ナポレオン３世の廃位の原因について国内の要因と対外的要因とを関連づけて100字以内（句読点等を含む）で説
明せよ。

ナポレオン３世は国民各層の対立を調停して権力を掌握していたが，工業化の進展ととも
に社会対立が激化して調停が困難となった。さらにメキシコ出兵の失敗，普仏戦争の敗北
で威信を失ったことで廃位された。

近代 欧州

問題

解答例

2004 東京学芸大学 4



アイルランドの農業

アイルランド系の移民は，とくに1840年代のジャガイモ飢饉が農民の貧窮の度合いをさらに強めたことから急増
した。この時期，アイルランドの主要作物であった小麦がおおむね豊作であったにもかかわらず，農民が生活困
窮に陥った背景には，この国の農業がおかれていた特殊な事情が存在している。それはどのような事情であった
か説明しなさい。（100字程度）

アイルランドは事実上イギリスの植民地であり，アイルランド人農民は土地を奪われ，イ
ギリス人地主の小作人となっていた。生産された小麦はイギリスに輸出され，アイルラン
ド人はジャガイモを主食としていた。

近代 欧州

問題

解答例

2005 福井大学 2

オーストリア=ハンガリー帝国の成立

中央ヨーロッパの諸国民は，この帝国を1918年に解体した。

下線部に関連して，オーストリア帝国が，オーストリア=ハンガリー二重帝国に改編された経緯について，100字
以内で説明しなさい。その際，以下の語句を必ず使用し，用いた箇所すべてに下線を引きなさい。（10点）
プロイセン=オーストリア戦争　　アウスグライヒ　　ハンガリー王国

プロイセン=オーストリア戦争で敗北したオーストリア帝国は，領内スラヴ人の民族運動
にマジャール人と共同で対処するため，妥協を意味するアウスグライヒを行ってハンガ
リー王国の建設を認め，同君連合を形成した。

近代 欧州

問題

解答例

2009 東京外国語大学 2



イギリスの選挙法改正運動

19世紀前半のイギリスの選挙法改正運動について，次の三つの語句を用いて説明せよ。（120字以内）

1832年　　腐敗選挙区　　チャーティスト運動

1832年第一次選挙法改正で腐敗選挙区が廃止され、新興ブルジョワ階級が参政権を得
た。参政権を得られなかった都市労働者は普通選挙権を要求してチャーティスト運動を展
開し、1848年二月革命の影響で最高潮に達したが、結局失敗に終わった。��

近代 欧州

問題

解答例

1990 北海道大学

インドとイギリスの輸出入逆転の背景

インドがイギリスから製品を輸入する立場に転じた背景について50字以内で説明せよ。

イギリスで産業革命が進展し，機械織りの安価な綿布の大量生産が可能となり，インドが
その市場となった。

近代 欧州・南アジア

問題

解答例

2011 新潟大学 2 04

東方問題

　1870年代になると，ヨーロッパ列強が帝国主義的拡張に乗り出したために，大英帝国は激しい競争にさらされ
た。イギリス首相ディズレーリは，インドへの「エンパイア・ルート」を防衛するため，スエズ運河株を買収
し，東方問題ではロシアの南下を阻止することに成功した。

問　東方問題とはどのような問題を指すか，80字以内で簡潔に説明しなさい。

オスマン帝国の弱体化を背景としたバルカン半島のキリスト教徒やエジプトなどの自立の
動きに，東地中海の利権を狙うヨーロッパ列強の対立が絡んで発生した国際問題である。
（80字）

近代 欧州・西アジア

問題

解答例

2009 國學院大學 4 2



東方問題

東方問題について，90字程度で説明せよ。

オスマン帝国の弱体化による民族自立の動きに，列強の利害が絡んで発生した外交問題で
ある。東地中海進出を図るロシアと，英印航路の安全のためこれを阻止しようとするイギ
リスを軸に展開した。

近代 欧州・西アジア

問題

解答例

2000 北海道大学 1

ロシアの農奴解放令

ロシアの農奴解放令（1861年）について100字以内で説明しなさい。

クリミア戦争の敗北をきっかけにアレクサンドル２世の上からの近代化の一環として行わ
れた。農奴に人格的自由を承認し，自由労働力を創出してロシア資本主義の基盤となった
が，土地の分与は有償で不徹底であった。

近代 欧州

問題

解答例

1999 明治大学/商 5

19世紀半ばのオーストリア

19世紀半ばのオーストリアの対外的状況とその影響について，具体的な戦争名をあげて120字程度で説明しなさ
い。

イタリア統一戦争と普墺戦争で相次いで敗北し，ヴェネツィア・ロンバルディアを失う一
方，ドイツの統一から排除された。そこで，マジャール人のハンガリーに，スラヴ人の民
族運動に共同対処するため自治を認め，オーストリア=ハンガリー二重帝国を樹立した。

近代 欧州

問題

解答例

2010 北海道大学 1 8



リンカンの経済政策

リンカンは戦時中優れた指導力を発揮し，経済発展のために一連の政策を実施に移すとともに，奴隷開放宣言の
公布により北部の立場に道義的正統性を与えた。

問　下線部について，この一連の政策の内容を２行でしるせ。

保護関税を強化し工業育成を図った。公有地を開墾し定住した者に土地を無償供与する
ホームステッド法を定め農業発展も図った。

近代 北米

問題

解答例

2007 立教大学/経済・観光・福祉 2 C5

連邦派と反連邦派

イギリスによる植民地支配を脱し，新たな国家の建設に直面したアメリカ合衆国の政治家たちにも，共和主義は
大きな影響を与えていた。その中のひとりであるハミルトンが指導した連邦派と，これに反対した反連邦派の主
張の違いを90字程度で説明せよ。

連邦派は憲法草案を支持し，連邦政府の権限の強化と保護政策による商工業の発展を指向
した。対して反連邦派は憲法に批判的で，州の権限を重視し，農業国家としてのアメリカ
の発展を指向した。

近代 北米

問題

解答例

2001 北海道大学 1

南部と北部の対立

アメリカ合衆国において南部と北部とのあいだの対立点を経済的側面を中心に90字程度で説明しなさい。

綿花農場が発展した南部は，対英輸出のための自由貿易と州権主義を主張し，奴隷制維持
に賛成した。商工業が中心の北部はイギリス製品に対する保護貿易と連邦主義を主張し，
奴隷制に反対した。

近代 北米

問題

解答例

2013 北海道大学 3 04



モンロー宣言

モンロー教書（宣言）の内容と意義について100字以内で説明せよ。なお，句読点・算用数字も１字と数える。

米欧両大陸の相互不干渉を主張したもので，神聖同盟によるラテンアメリカ独立への干渉
とロシアの太平洋岸南下を牽制し，ラテンアメリカ諸国の独立に寄与した。以後孤立主義
が，合衆国の基本的外交方針となった。

近代 北米

問題

解答例

2004 早稲田大学/商 4

合衆国の南北対立

19世紀半ばの合衆国の南北対立の経済的理由を100字以内（句読点等を含む）で述べよ。

南部は奴隷制の綿花プランテーションが発展し，イギリス綿工業に綿花を供給してイギリ
スに経済的に従属していたため，自由貿易を望んだ。北部は商工業が発展し，イギリス工
業製品と競合したため，保護貿易を望んだ。（100字）

近代 北米

問題

解答例

2009 東京学芸大学 4 03

ホームステッド法

ホームステッド法の内容と意義について100字以内で説明せよ。なお，句読点・算用数字も１字とする。

公有地に５年定住し開墾した者に，160エーカーまでの土地を無償で与える制度である。
南北戦争において西部農民の北部支持を確保し，戦争後は大平原地方の開発を促して小麦
生産世界一を達成する要因となった。

近代 北米

問題

解答例

2010 早稲田大学/商 4 14



ナポレオン戦争・米英戦争と合衆国経済

(a)18世紀の終わりから19世紀初頭の国際情勢によって促された技術革新が起こると

問２　下線部(a)について、この時期に英国が関与した二つの戦争を明示しながら、アメリカ合衆国の綿産業に与
えた影響について説明しなさい。なお、二つの戦争名にはそれぞれ下線を引きなさい。（70字程度）

英国がナポレオン戦争中にフランスと合衆国の貿易を阻害したことから米英戦争が勃発
し、イギリス製品の流入が途絶えたため、合衆国で綿産業が勃興した。

近代 欧州・北米

問題

解答例

2008 津田塾大学英文 4 2

共和党の主張

次の文章は，明治四年（1871年）に日本をたち，世界各国の視察・調査をおこなった使節団がアメリカ合衆国の
首都ワシントンで見聞したことを記したものである。これを読んで，下の設問に答えなさい。
売奴ノ存廃ハ，南部ノ綿花耕作ニ関係シ，綿花ノ利益ハ，米英両大国，数千万ノ生活ニ緊切スレハ，西洋人ノ利
ニ熱中スル，永ク失フナカラント，売奴ノ束縛ヲ堅鎖シ，黒奴ハ元来奴隷ノ役ニ供スル，一種ノ賤人ナレハ，従
来ノ交際ニテ十分ナリト謂ニ至レリ，是ヲ以テ廃奴ノ論党ハ，益其志ヲ奨励シ，終ニ一千八百六十年，大統領選
挙ノトキニ至リ，其推服スル所ノ林根氏ヲ挙ルヲ得タリ，…（中略）…然トモ南部終ニ敗レ，六十五年ニ協議シ
テ，憲法ヲ増加スルニ至リ，黒奴始メテ人間ニ出タレトモ，交際モナク，丁字モナキ愚民ナレハ，…（中略）…
但中ニハ早ク自主セル黒人モアリ，現ニ下院ニ撰挙サレタル人傑モアリ，……
（久米邦武編『特命全権大使米欧回覧実記』より）

上記の文章にある廃奴ノ論党の正式名称は何かをまず明示したうえで，その政党の目指した政治は，それまでの
他の政党と比べてどのような特徴を持っていたのか，述べなさい。（100字以内）

廃奴ノ論党は共和党。共和党は奴隷制反対を主張する一方、北部の商工業者を支持基盤と
してその利益を代表し、イギリス製工業製品阻止のための保護関税貿易と、それを実行す
るための連邦政府の権限強化を主張した。

近代 北米・中南米

問題

解答例

2003 一橋大学 2 1



ラテンアメリカの独立

ラテンアメリカの独立運動の主体になったのは，どのような人びとであり，このことは，独立した国々の社会に
どのような影響を及ぼしたかを50字以内（句読点等を含む）で述べよ。

現地生まれの白人地主層クリオーリョが独立を主導した。そのため大土地所有など社会的
不平等は維持された。（50字）

近代 中南米

問題

解答例

2011 東京学芸大学 3 06

ハイチ革命の経緯と特徴

1790年代から1804年の独立達成までの一連の過程は，しばしばハイチ革命と呼ばれる。同革命の経緯と特徴を90
字程度で簡潔に説明しなさい。

奴隷制廃止を決議したフランス革命の影響を受け，トゥサン=ルーヴェルチュールの指導
で黒人解放運動が始まった。ナポレオンが阻止しようとしたため独立戦争となり，最初の
黒人共和国として独立した。

近代 中南米

問題

解答例

2008 北海道大学 4 2



ハイチの独立

以下の文章は，1791年にカリブ海の，ある植民地で開かれた集会の様子を伝えている。これを読み，地図を見な
がら，問いに答えなさい。なお，解答欄は設問ごとに適宜区切って使用すること。

1791年８月14日の夜，プレーヌ・デュ・ノールのモルヌ=ルージュに位置するボワ・カイマンと呼ばれる森のな
かで，奴隷たちの大きな集まりが持たれた。その目的は一斉放棄の最終的なプランを決めることだった。集まり
には，農園を代表して約200人のコマンドゥールが集結した。集まりを主宰したのはプクマンと呼ばれる黒人で，
彼は熱烈なる言葉で集まった者たちを奮いたたせた。
出典:浜忠雄氏による訳。
（注）コマンドゥール;奴隷の労働や生活の全般を監督するために，奴隷主から選ばれた奴隷のこと。
問４　この植民地が独立した歴史的意義を簡潔に説明しなさい。（100字程度）

アメリカ独立革命とフランス革命の影響を受けたラテン=アメリカ独立運動の先駆となっ
た。また，最初の黒人共和国を樹立し，黒人解放の先駆となったが，ラテンアメリカのク
リオーリョは黒人開放運動に警戒を強めた。（100字）

近代 中南米

問題

解答例

2011 千葉大学 1 4

植民地支配下の経済活動

以下の文章は，1791年にカリブ海の，ある植民地で開かれた集会の様子を伝えている。これを読み，地図を見な
がら，問いに答えなさい。なお，解答欄は設問ごとに適宜区切って使用すること。
1791年８月14日の夜，プレーヌ・デュ・ノールのモルヌ=ルージュに位置するボワ・カイマンと呼ばれる森のな
かで，奴隷たちの大きな集まりが持たれた。その目的は一斉放棄の最終的なプランを決めることだった。集まり
には，農園を代表して約200人のコマンドゥールが集結した。集まりを主宰したのはプクマンと呼ばれる黒人で，
彼は熱烈なる言葉で集まった者たちを奮いたたせた。
出典:浜忠雄氏による訳。
（注）コマンドゥール;奴隷の労働や生活の全般を監督するために，奴隷主から選ばれた奴隷のこと。
問５　現在この国は，後発開発途上国とされ，厳しい社会経済状況が指摘されている。その要因の一つは，植民
地支配の時代にいとなまれた経済活動にある。その内容を説明しなさい。（90字程度）

本国工業製品の市場及び，砂糖やコーヒーなど商品作物の供給地とするため，プランテー
ション経営に特化するモノカルチャー経済が強制され，先進地域に従属する経済構造が固
定してしまった。（89字）

近代・現代 中南米

問題

解答例

2011 千葉大学 1 5



ミッレト制

オスマン帝国では，イスラーム教徒のみならず，ユダヤ教徒に加えて，アルメニア人やギリシア人などのキリス
ト教徒が暮らしていた。これに関してイスラーム国家とそこに暮らす非ムスリムとの関係を60字程度で説明しな
さい。

帝国内に住む非ムスリムの共同体であるミッレトに対し，自治と信仰を認める代わりに，
貢納の義務を負わせて共存をはかった。

近世 西アジア

問題

解答例

2012 北海道大学 1 07

ワッハーブ派

アジア各地には古くからそれぞれ独自の知の体系が発展し，それらを支える知識人たちも存在した。そして16世
紀以降，ヨーロッパの知識・学問に接するようになるなかで，それらは次第に変容していった。アジア諸地域に
おける知識・学問や知識人の活動に関する以下の３つの設問に答えなさい。解答は，解答欄（ロ）を用い，設問
ごとに行を改め，冒頭に(1)～(3)の番号を付して記しなさい。
(3)18世紀後半以降，ヨーロッパの侵略や圧力にさらされるようになると，アジアの知識人は自国の文化の再生
や，政治・経済の再建を目指して改革運動をはじめた。かれらは，ヨーロッパの知識を吸収しつつ近代化・西欧
化を推進しようとするグループと，逆に伝統の本来の姿を復活させようとするグループとに分かれて論争し合
い，政治運動も展開した。これらの改革運動に関する以下の(a)～(c)の問いに，冒頭に(a)・(c)を付して答えなさ
い。

(a)　西アジアのアラビア半島では，ワッハーブ派が勢力を拡大した。この運動について３行以内で説明しなさ
い。

ムハンマドの時代への復古を唱え，神秘主義や聖者崇拝を攻撃した。サウード家と提携し
アラビア半島に王国を建国し，聖地を支配した。オスマン帝国を批判しアラブ民族主義の
成立にも影響した。

近世 西アジア

問題

解答例

2010 東京大学 2 3a



第２次ウィーン包囲のオスマン帝国への影響

第２次ウィーン包囲が，オスマン帝国に与えた影響を90字程度で説明しなさい。

第二次ウィーン包囲の失敗を機に，ヨーロッパに対し劣勢となり，1699年のカルロ
ヴィッツ条約でオーストリアにハンガリーなどを割譲した。一方で西欧文化に対する関心
が高まった。

近世 西アジア

問題

解答例

2010 北海道大学 1 6

インド植民地化の開始

インド洋世界の中心に位置するインド亜大陸は，古来，地中海から東南アジア・中国までを結ぶ東西海上交通の
結節点をなし，また，中央ユーラシアとも，南北にのびる陸のルートを通じてつながりを持ち続けてきた。以上
の背景をふまえて，次の３つの設問に答えなさい。解答にあたっては，解答欄（ロ）を用い，設問ごとに行を改
め，冒頭に(1)～(3)の番号を付して記しなさい。

問(2)　インド洋地域で，イギリスやフランスの東インド会社は，インド綿布を中心にした貿易活動から植民地支
配へと進んだ。18世紀半ば頃のイギリス東インド会社によるインドの植民地化過程を，フランスとの関係に留意
して４行以内で説明しなさい。

ベンガル太守と結んだフランスをプラッシーの戦いで撃破し，南部でもカーナティック戦
争で勝利してフランスに対し優位に立った。一方，貿易拠点のカルカッタを中心にベンガ
ルへの関与を強め，ムガル皇帝から徴税権を獲得したことで植民地支配を開始した。
（118字）

近世 欧州・南アジア

問題

解答例

2006 東京大学 2 2



カピチュレーション

オスマン帝国とフランスとの間で1535年に結んだ条約の特徴と，それは，19世紀以降の欧米列強によってどのよ
うに利用されていくことになるのかを併せて100字以内（句読点を含む）で説明せよ。

オスマン帝国からの恩恵としてフランスに領事裁判権や通商特権を承認した。19世紀以降
の欧米列強はオスマン帝国への経済進出をめざし，不平等条約の締結やキリスト教徒保護
を口実とした内政干渉に利用した。（97字）

近世・近代 欧州・西アジア

問題

解答例

2010 東京学芸大学 3 02

アラービー運動

1875年にスエズ運河の株を買収した後，内政干渉するイギリスに対して，エジプトで起きた運動とその結果につ
いて50字以内（句読点を含む）で述べよ。

外国排除と立憲政を求めるアラービー運動が起きたが，イギリスが鎮圧してエジプトを事
実上の保護国とした。

近代 西アジア

問題

解答例

2004 東京学芸大学 3

タンジマート

タンジマート改革の内容とその結果について，60字以内（句読点等を含む）で述べよ。

専制体制維持を前提に近代化を図り，諸民族の法の下の平等を実現したが，外債の導入で
英仏への経済的従属化をまねいた。（56字）

近代 西アジア

問題

解答例

2008 東京学芸大学 3 03



バーブ教徒の反乱について

バーブ教徒の反乱について60字程度で簡潔に説明せよ。

シーア派系の新宗教バーブ教が，社会的平等の実現と英露など外国勢力の排斥を訴えて
カージャール朝に対し起こした反乱である。

近代 西アジア

問題

解答例

2001 北海道大学 3 5

タバコボイコット運動

タバコボイコット運動について60字程度で簡潔に説明せよ。

カージャール朝のイギリス商人に対するタバコ利権譲渡に反対してウラマーや商人が起こ
した運動で，イラン人民族意識が高揚した。

近代 西アジア

問題

解答例

2001 北海道大学 3 5

タンジマート

タンジマートの内容を説明しなさい。（60～70字程度）

司法・行政などあらゆる分野で西欧化を進める上からの近代化で，ムスリムと非ムスリム
の法の下の平等をうたい，法治主義に基づく国家を目ざした。

近代 西アジア

問題

解答例

2012 慶應義塾大学/経済 2 09



オスマン帝国の近代化改革

露土戦争を口実にオスマン帝国内ではある憲法が停止された。これに至るまでオスマン帝国内では，ヨーロッパ
列強が介入してくる状況を打開するため，どのような内政上の試みがなされてきていたか，19世紀に入ってから
この憲法発布までの動向を，100字以内（句読点を含む）で述べよ。（そのさい，この憲法の名称は必ず用いるこ
と。）

西欧式の軍を設立し，イェニチェリを全廃すると，専制維持を前提に西欧化をめざすタン
ジマートを開始した。クリミア戦争以降，外債の導入で列強への従属が進むと立憲制の要
求が高まり，ミドハト憲法が発布された。

近代 西アジア

問題

解答例

2003 東京学芸大学 3

青年トルコ革命

青年トルコ革命の内容とその国際的背景を説明しなさい。（90～100字程度）

露土戦争の敗北でバルカンの領土の多くを失い，専制への批判が高まるなか，日露戦争で
の日本の勝利にも刺激されて，「青年トルコ」が政権を掌握し，ミドハト憲法の復活と立
憲君主政の樹立を目標とした。

近代 西アジア

問題

解答例

2012 慶應義塾大学/経済 2 10

イギリスにとってのエジプトの重要性

19世紀半ばのイギリスにとってエジプトの戦略的重要性が高まった理由を説明しなさい。（100字程度）

エジプトは，イギリスにとって最重要なインド植民地とイギリスを結ぶ航路の要衝に位置
し，南北戦争によって合衆国南部からの綿花供給が減少すると，イギリス綿工業への綿花
供給地域としても重要となったから。

近代 欧州・西アジア

問題

解答例

2007 聖心女子大学文学 2 3



イギリスの対インド民族運動

イギリスは，日露戦争後のインドの民族運動をおさえるために1905年に何を行ったか，50字以内で記せ。

民族運動の中心だったベンガル地方をイスラーム居住地とヒンドゥー居住地に分割し，両
者の分断を図った。

近代 南アジア

問題

解答例

2003 首都大学東京 3 5

ジャワ島の強制栽培制度

オランダが実施した農業制度とそれがジャワにもたらした結果について，60字以内で記しなさい。

住民の土地に対しコーヒーや藍などの商品作物栽培を割り当てる強制栽培制度を行った。
そのため，穀物不足からの飢饉が頻発した。（60字）

近代 南アジア

問題

解答例

2008 首都大学東京 3 5

タイの独立維持

ヨーロッパ諸国の事情もあって，独立を保った国が一つある。（イ）その国の名を記し（ロ）「ヨーロッパ諸国
の事情」について，50字以内で記しなさい。

（イ）タイ
（ロ）ビルマに進出したイギリスと，ヴェトナムとカンボジアに進出したフランスの緩衝
地域となった。（44字）

近代 南アジア

問題

解答例

2008 首都大学東京 3 8



イギリスの対インド民族運動

イギリスが，日露戦争後のインドの民族運動をおさえるために1905年に行ったことを，２行以内で記しなさい。

ベンガル分割令を制定し，運動の中心であるベンガル地方をムスリム居住地とヒンドゥー
居住地に分割して，宗教対立を煽った。

近代 南アジア

問題

解答例

2003 首都大学東京 3 5改

ベンガル分割令

1905年にインド総督カーゾンはベンガル分割令を出し，翌年開かれた国民会議のカルカッタ大会ではそれに強く
反対してスワデーシ・スワラージなどの綱領が採択された。このベンガル分割令の内容と目的について60字程度
で説明せよ。

民族運動が盛んなベンガル地方のヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の居住区を分断し，両
教徒を反目させて運動の分断を図った。

近代 南アジア

問題

解答例

2013 新潟大学 1 04

シンガポールの多言語社会

世界各地からの移民によって形成された多元的社会は，３でとりあげたカリフォルニアだけではない。たとえ
ば，都市国家であるシンガポールはその好例で，紙幣には国名がマレー語・中国語・タミル語・英語で記されて
いる。この国家の多言語状況がどのような歴史的背景によるものか，60字以上80字以内で簡潔に述べなさい。
（10点）

先住のマレー人に加え、イギリス植民地時代に自由貿易港として開発され華僑商人が流入
した。内陸の鉱山や農場の労働力として中国人やインドのタミル人がさらに流入した。
（79字）

近代 南アジア

問題

解答例

2007 中央大学/経済 4



インド民族運動

「インド帝国」（ヴィクトリア女王のインド皇帝兼任）から「インド独立法」に至るまでの時期における，イギ
リスに対する抵抗運動や独立運動を一つとりあげ，その経緯を120字以内で説明せよ。

イギリスが1905年にベンガル分割令を発して民族運動の分断をはかると，国民会議では
ティラクら急進派が主導権を握り，1906年のカルカッタ大会で英貨排斥・スワデーシ・
スワラージ・民族教育の四綱領を決議し，イギリスに対抗する姿勢を示した。

近代 南アジア

問題

解答例

2010 埼玉大学 1 6

インド木綿産業没落の要因

前近代のインド，とりわけ南インド諸地域は世界的な木綿産業の中心地域であった。それが，なぜ，近代になっ
てインドの木綿産業が没落してしまったのか。この点について100字以内で説明せよ。

産業革命によりイギリスの綿工業が発展し，1813年に東インド会社の貿易独占権が廃止
されると，イギリス制綿布がインドに流入し，1820年代には輸出入が逆転した。そのた
めインドの綿工業が崩壊した。

近代 欧州・南アジア

問題

解答例

2010 埼玉大学 1 5

19C後半フランスのインドシナ植民地化

19世紀後半にフランスがヴェトナムと周辺の植民地化を進めていった。この過程について，以下の語句をすべて
用いて，100字以内で説明しなさい。使用した語句には下線を引くこと。
［語句］
宗主権　　ラオス　　コーチシナ　　フエ条約

サイゴン条約でコーチシナ東部を確保し，翌年カンボジアを保護国とした。フエ条約で
ヴェトナムを保護国とし，宗主権を主張する清を清仏戦争で退けると，仏領インドシナ連
邦を組織し，保護国としたラオスも編入した。（100字）

近代 欧州・南アジア

問題

解答例

2012 首都大学東京 3 04



マフディー派の抵抗運動

1885 年にスーダンのハルトゥームを占領したマフディ一派の抵抗運
動について90字程度で説明しなさい。

イスラーム教の救世主マフディーを称するムハンマド=アフマドを中心とするマフディー
派は，アフリカ縦断政策を推進するイギリスの侵入を一時阻止したが，やがてイギリスに
よって征服された。

近代 アフリカ

問題

解答例

2011 北海道大学 1 4

マフディーの乱

次の文章を読んで下記の問い（ア），（イ），（ウ）に答えよ。

清政府は全く能無しだ，
八カ国軍北京を占領。
占領されてもまだ足りず，
売国条約結ぶとは。
十万両＊の賠償を払い，
そのうえ各国軍は北京に居残る，
中国の庶民はこれを知り，
怒りに胸もはりさけんばかりだ。
（伊藤昭雄氏の訳による）
＊この数字は正確ではないが，当時民間ではこのように伝えられていたという。

（ウ）この民衆運動が拡大しつつある頃に終息したアフリカにおける宗教的反乱について記せ（100字）。

この反乱はマフディーの乱で，エジプトと，そのエジプトを保護国としたイギリスの支配
に対し，ムハンマド＝アフマドがイスラムの救世主であるマフディーを称して抵抗し，一
時はスーダン全土に勢力を拡大した。��

近代 アフリカ

問題

解答例

1989 一橋大学 3 ウ



南ア戦争

ガンディーは若くしてロンドンに留学した後，1893年から南アフリカに渡り，弁護士として22年間この地のイン
ド人の人権擁護のために働いた。この時期に南アフリカで起こった戦争をイギリスの政策を踏まえて100字以内
（句読点を含む）で説明せよ。

オランダ系ボーア人が建設したトランスヴァール共和国とオレンジ自由国で金鉱とダイヤ
モンド鉱が発見された。帝国主義を推進するイギリスは，南ア戦争でボーア人の抵抗と国
際世論の批判を排し，両国を併合した。（98字）

近代 アフリカ

問題

解答例

2010 東京学芸大学 3 04

フランスのアフリカ植民地政策

第二次世界大戦後のフランスにとって，もうひとつの大きな問題は，19世紀以来植民地支配を行ってきた北アフ
リカのアルジェリアの独立問題であった。1830年にフランスがアルジェリアを占領して以降，19世紀にフランス
がアフリカで行った植民地政策の概要を100字以内で（句読点等を含む）で答えよ。

アルジェリアの植民地化を進め，1881年にチュニジアを保護国化すると，帝国主義政策
を本格化した。サハラを南下する一方，セネガルとジブチ，マダガスカルを結ぶアフリカ
横断政策を行い，イギリスの縦断政策に対抗した。

近代 アフリカ

問題

解答例

2010 東京学芸大学 3 06

現代アフリカの困難とその背景

独立した多くのアフリカの国は政治的に不安定で，その後クーデターや内戦が繰り返された。そうした事態の背
景にある，植民地時代の境界や経済について，80字以内で説明しなさい。

ヨーロッパ諸国は部族分布や交易網を無視して国境線を引いたため，部族の分断や対立が
構造化された。経済面では宗主国の利害のため，モノカルチャーの従属経済を強制した。
（80字）

近代・現代 欧州・アフリカ

問題

解答例

2007 首都大学東京 4 5



白蓮教徒の乱

(b)人口の急激な増加によって，中国東北，四川，台湾，東南アジアなど周辺地域への移住が進んだ。その結果，
これらの地域では土地の開墾や開発が進んだ。

問　下線部に関連して，18世紀末に四川地方で起きた事象について50字以内で説明せよ。

乱開発による環境破壊と先住民との紛争で社会不安が広がる中，白蓮教を中心とした農民
反乱が起こった。

近世 東アジア

問題

解答例

2007 新潟大学 2 3

白蓮教徒の乱

(b)人口の急激な増加によって，中国東北，四川，台湾，東南アジアなど周辺地域への移住が進んだ。その結果，
これらの地域では土地の開墾や開発が進んだ。

問　下線部に関連して，18世紀末に四川地方で起きた事象について60字以内で説明せよ。

社会的紐帯が弱い新開地で，乱開発による環境破壊や先住民との紛争により社会不安が広
がり，白蓮教による農民反乱が起こった。

近世 東アジア

問題

解答例

2007 新潟大学 2 3改

18Ｃ中国人口爆発を支えた食糧事情

18世紀は中国における人口爆発の時代でもあった。急増する人口を支えた食糧事情について90字程度で説明しな
さい。

明末から長江中流域の開発が進み，湖広地方で穀物が増産された。また，荒れ地でも栽培
可能なアメリカ大陸産のトウモロコシやサツマイモが伝来し，山間部での生産を促して，
人口増加を支えた。

近世 東アジア

問題

解答例

2009 北海道大学 4 3ア



アヘン貿易

以下は18世紀イギリスの海外貿易に関する概念図である。これを参考に下記の問いに答えよ。

⑤は紅茶であるが，この商品の輸入の増加はイギリスの対中国貿易の大幅な赤字をもたらした。この事態の解消
のために，19世紀に入ってイギリスが採用した経済上の政策はどのようなものか。60字程度で簡潔に説明せよ。

茶の対価として流出する銀を回収するため，インド産のアヘンを中国に輸出し，インドに
はイギリスの綿製品を輸出した。

近世 欧州・南アジア・東アジア

問題

解答例

2000 北海道大学 4 4

日清戦争の影響

日清戦争後の日清両国のたどった対照的な歩みについて，50字以内（句読点を含む）で答えよ。

日本は列強の一員として帝国主義政策を推進し，清朝は半植民地化が進展し外圧に苦しむ
ことになった。

近代 東アジア

問題

解答例

2003 東京学芸大学 4

変法運動

下関条約の締結批准をめぐって，若い知識人を中心とした改革運動が展開された。その運動の性格について70字
以内（句読点を含む）で説明せよ。

孔子を平等思想家とする公羊学によって儒学を革新し，日本の明治維新を範として立憲君
主政への体制の転換を目指した。

近代 東アジア

問題

解答例

2003 東京学芸大学 4



アロー戦争

アロー戦争の発生原因について，アヘン戦争との因果関係から50字以内（句読点を含む）で説明せよ。

イギリスは，綿織物の輸出が伸びず，清朝の条約違反も相次いだため，開港場増加と対等
外交の確立を図った。

近代 東アジア

問題

解答例

2003 東京学芸大学 4

変法運動

日清戦争後に試みられた清朝内部の改革について，どのような改革か50字で説明せよ。

公羊学派の康有為らが光緒帝に登用され，日本の明治維新にならった制度改革によって立
憲君主制を目指した。

近代 東アジア

問題

解答例

2003 首都大学東京 2

緑営の弱体化

漢民族によって構成された緑営は，各地に配置されて主に治安維持などにあたったが，この軍事的原則は19世紀
に入ると崩れる。その原因と結果を60字程度で簡潔に記せ。

白蓮教徒の乱などの農民反乱に際し，無力を露呈した。そのため，郷紳の組織する義勇軍
である郷勇が，緑営に代わっていった。

近代 東アジア

問題

解答例

2002 北海道大学 2



下関条約

日清戦争後の講和条約によって，朝鮮の国際的処遇がどのように取り決められ，また日本が清から何を獲得した
のか，60字程度で簡潔に説明しなさい。

清朝は朝鮮の宗主権を放棄し，その独立国であることが確認された。日本は多額の賠償金
と，遼東半島・台湾・澎湖諸島を獲得した。

近代 東アジア

問題

解答例

2008 北海道大学 3 3

戊戌の変法と光緒新政

立憲君主政の導入について，清では戊戌の変法が最初の試みとなった。(ア)その時の皇帝名を答え，(イ)戊戌の変
法の結果とその後の清朝による政治改革の経過を60字程度で簡潔に説明しなさい。

（ア）光緒帝
（イ）西太后ら保守派の弾圧で失敗した。しかし日露戦争後，科挙の廃止や憲法大綱の発
布，国会開設の約束などの新政を開始した。（57字）

近代 東アジア

問題

解答例

2008 北海道大学 3 5

台湾事件

1874年の台湾事件とはどのような事件か。60字以内（句読点等を含む）で説明せよ。

遭難した琉球漁民が漂着した台湾で先住民に殺害されると，日本は琉球の日本帰属を主張
するため，日本人殺害事件として出兵した。（60字）

近代 東アジア

問題

解答例

2009 東京学芸大学 3 04



戊戌の政変

清朝は1884年の清仏戦争と1894年の日清戦争にあいついで敗れた，この敗北とその後の欧米諸国や日本による干
渉に若手の官僚や知識人は危機感をいだき，1898年に政治改革を試みたが保守派に弾圧され失敗した。

問　下線部について，具体的に60字以内で説明しなさい。

光緒帝に登用された公羊学者の康有為らが戊戌の変法で立憲君主制をめざしたが，西太后
と結んだ保守派に戊戌の政変で弾圧された。

近代 東アジア

問題

解答例

2003 國學院大學

日本人の朝鮮渡航

1905年から1906年にかけて日本人の朝鮮渡航者が急速に増加しているが，その国際的背景は何か，60字以内（句
読点を含む）で答えよ。

日露戦争で敗北したロシアがポーツマス条約で日本の韓国保護権を認め，第二次日韓協約
によって韓国が日本の保護国とされたため。（60字）

近代 東アジア

問題

解答例

2013 東京学芸大学 3 02

洋務運動と変法運動の相違

変法運動の特徴を，日清戦争以前の改革運動と比較して，60字程度で簡潔に説明せよ。

伝統的儒教を基盤に専制体制維持を前提とした洋務運動に対し，孔子を改革者とする公羊
学を基盤に立憲君主政の導入を目指した。

近代 東アジア

問題

解答例

2001 北海道大学 4 2



アヘン貿易の中国への影響

1834年にイギリス東インド会社の中国貿易の特権が廃止されると，個人の貿易商人によって大量のアヘンが中国
に持ち込まれた。このことは中国経済全体に深刻な影響を及ぼし，社会不安の背景になりつつあった。このアヘ
ン貿易が，中国の社会・経済に与えた影響について60字程度で述べよ。

アヘン中毒患者が激増して社会問題となった。また，貿易が赤字となって銀が流出し，銀
価が高騰したことで，銀で納税する国民の負担が増した。

近代 東アジア

問題

解答例

1998 北海道大学 4 4

朝鮮の変化と国際的な状況

下関条約で清は朝鮮の独立を認めた。下関条約締結以後の朝鮮の変化と，朝鮮を巡る国際的な状況とについて，
70字以内（句読点も含む）で説明せよ。

李朝は大韓帝国と改称し，清朝からの独立と日清両国との対等を主張した。一方，三国干
渉を機にロシアが朝鮮に進出し，日露両国の対立が激化した。（68字）

近代 東アジア

問題

解答例

2010 東京学芸大学 1 11

日本の韓国保護国化

ポーツマス条約第２条
ロシア帝国政府は，日本国が韓国において政治上，軍事上及び経済上の卓絶なる利益を有することを承認し，日
本帝国政府が韓国に於いて必要と認むる指導，保護及び監理の措置を執るに方り之を阻碍し，又は之に干渉せざ
ることを約す。

上の条約内容を参考にして，条約締結から日本が韓国を併合するまでの間の両国の関係を，80字以内で説明せ
よ。

1905年日本は第二次日韓協約で外交権を奪って保護国とし，翌年に韓国統監府を設置し
た。1907年には第三次日韓協約で内政権を奪い，1910年に日韓併合条約で併合した。

近代 東アジア

問題

解答例

1997 北海道大学 4 3



三民主義

孫文は1905年，各地の革命諸団体や亡命政治家を集めて中国同盟会を結成した。孫文は(a) 新たな革命の指導理念
を掲げて，革命宣伝や武装蜂起の準備を指導した。

問　文中の下線部(a)について，この指導理念の具体的内容を80字以内で記しなさい。

三民主義は，満州人の清王朝打倒を掲げる民族主義，共和政国家の樹立を掲げる民権主
義，土地に関する権利を均しくし，貧富の格差の拡大を防止する民生主義からなる。（77
字）

近代 東アジア

問題

解答例

2007 國學院大學 3 2

香港植民地の形成

香港島とその周辺地域が中国から離脱させられた経緯について，三つの段階にわけて，80字以内で説明しなさ
い。

アヘン戦争の南京条約で香港島はイギリスに割譲された。アロー戦争の北京条約では九竜
半島の一部九竜が割譲され，日清戦争後の1898年には周辺地域の新界が租借された。
（80字）

近代 東アジア

問題

解答例

2010 首都大学東京 4 05

太平天国の特徴

広東でキリスト教の伝道に触れてその影響を受けた洪秀全が起こした太平天国の乱は，江南を中心に十年以上の
自治を行った。

問　太平天国について，上記以外の特徴を80字以内で説明しなさい。

滅満興漢を唱えて清朝に敵対し，辮髪を廃止する一方，男女平等策をとって纏足を禁止
し，アヘンの吸飲も禁じた。実施はされなかったが天朝田畝制度で土地の均分を約した。
（79字）

近代 東アジア

問題

解答例

2010 國學院大學 3 2



義和団と清朝との関係

世界史上における宗教的少数派と中央権力の関係について，下記の設問(A)～(C)に答えよ。解答は，設問ごとに行
を改め，冒頭に(A)～(C)の符号をつけよ
(C)清朝は義和団事件に際して，列強と交戦し，敗北して北京議定書を結んだ。民間宗教結社の流れをくむ義和団
と清朝との関係について，義和団事件の時期を中心に，３行以内で記せ。

仇教運動で台頭した義和団が，扶清滅洋で外国勢力排斥と清朝支援を唱えて北京に進出
し，公使館地域を包囲すると，清朝保守派はこれに共鳴し義和団と結んだ。北京議定書締
結後は弾圧に転じた。（89字）

近代 東アジア

問題

解答例

1993 東京大学 2 C

南京条約

南京条約および五港通商章程・虎門寨追加条約の内容について記せ。（90字程度）

南京条約で香港島の割譲，上海など五港開港，公行の廃止，賠償金の支払いなどを認め
た。さらに五港通商章程と虎門寨追加条約で，領事裁判権，関税自主権の喪失，最恵国待
遇などを認めた。

近代 東アジア

問題

解答例

2007 新潟大学 2 4

下関条約と以前の条約

日清戦争の結果締結された下関条約は，明らかに(a)それまでに中国が欧米列強と締結した通商条約の延長上に位
置づけられるものと行ってよいだろう。
下線部(a)に関して，どのような点から延長線上に位置づけられると言えるのか。90字以内（句読点等を含む）で
説明せよ。

下関条約は以前の条約同様，中国に通商上の特権の拡大を承認させるものだった。さら
に，開港場での企業の設立・営業権を承認させ，これらは以前の条約の最恵国待遇で他の
列強諸国にも拡大した。（90字）

近代 東アジア

問題

解答例

2008 東京学芸大学 4 01



洋務運動

アジア各地には古くからそれぞれ独自の知の体系が発展し，それらを支える知識人たちも存在した。そして16世
紀以降，ヨーロッパの知識・学問に接するようになるなかで，それらは次第に変容していった。アジア諸地域に
おける知識・学問や知識人の活動に関する以下の３つの設問に答えなさい。解答は，解答欄（ロ）を用い，設問
ごとに行を改め，冒頭に(1)～(3)の番号を付して記しなさい。
(3)18世紀後半以降，ヨーロッパの侵略や圧力にさらされるようになると，アジアの知識人は自国の文化の再生
や，政治・経済の再建を目指して改革運動をはじめた。かれらは，ヨーロッパの知識を吸収しつつ近代化・西欧
化を推進しようとするグループと，逆に伝統の本来の姿を復活させようとするグループとに分かれて論争し合
い，政治運動も展開した。これらの改革運動に関する以下の(a)～(c)の問いに，冒頭に(a)・(c)を付して答えなさ
い。
(b)　中国では，曾国藩・李鴻章などの官僚グループが洋務運動とよばれる改革を進めた。この運動の性格につい
て３行以内で説明しなさい。

(c)中体西用論に基づき，中国の伝統的儒教思想による皇帝専制を根本としながら，西洋技
術の導入をはかる近代化運動で，漢人官僚を中心に軍需工場や紡績工場の設立，鉱山開発
などが進められた。（88字）

近代 東アジア

問題

解答例

2010 東京大学 2 3c

冊封体制と主権国家体制

清代において対外関係を扱う部門あるいは役職として，初期から設けられていた（Ａ），臨時に任命される
（Ｂ），1860年代に設けられた（Ｃ），清末に置かれた外務部等があった。
問１空欄に適語を補え。
問２Ａ，Ｂに代えて，あるいはこれを補ってＣが設けられるに至った，当時の外交状況を100字以内で述べよ。な
お文中ではＡ，Ｂ，Ｃの記号を用いてもよい。

Ａ．礼部 Ｂ．欽差大臣 Ｃ．総理衙門
アロー戦争敗北で結ばれた北京条約によって，冊封体制の下，Ａと臨時職のＢで外国を朝
貢国として扱う外交から，主権国家体制の下，外国公使の北京駐留を承認し，常設外交機
関であるＣで行う対等外交へ転換した。

近代 東アジア

問題

解答例

2000 法政大学/法 4



清の朝貢貿易

18世紀末のイギリス外交官マカートニーが改善を要求した，当時の清朝の貿易制度の内容を90字程度で簡潔に説
明しなさい。

清朝とヨーロッパ諸国との貿易を，君主の国が臣下の国に恩恵として行う朝貢貿易として
処理した。その上で，貿易港を広州一港に限定し，交易を公行と称した特権商人組合との
間に限定して自由貿易を許さなかった。

近代 東アジア

問題

解答例

2007 北海道大学 3 6

義和団事件の八カ国連合軍の構成

次の文章を読んで下記の問い（ア），（イ），（ウ）に答えよ。

清政府は全く能無しだ，
八カ国軍北京を占領。
占領されてもまだ足りず，
売国条約結ぶとは。
十万両＊の賠償を払い，
そのうえ各国軍は北京に居残る，
中国の庶民はこれを知り，
怒りに胸もはりさけんばかりだ。
（伊藤昭雄氏の訳による）
＊この数字は正確ではないが，当時民間ではこのように伝えられていたという。

（イ）出兵した八カ国軍の主力を形成したのはどこの国の軍隊か，また，それはどのような国際情勢に起因して
いるか（100字）。

イギリスは南ア戦争，アメリカはフィリピンのアギナルドの抵抗運動鎮圧のため大部隊を
派遣できず，軍の主力は東北地方への進出を図るロシアと，朝鮮半島への進出を図りロシ
アに対抗した日本であった。

近代 東アジア

問題

解答例

1989 一橋大学 3 イ



アヘン流入の中国への社会的影響

アヘンの流入が中国社会に与えた影響について，60字以上80字以内で説明しなさい。

アヘンの蔓延により中毒者が激増して深刻な社会問題となったほか、銀の海外流出が銀貨
高騰を招いて事実上の増税となったため、中国民衆の困窮化が進んだ。
（72字）

近代 東アジア

問題

解答例

2007 中央大学/経済/国際経済 3 6

義和団事件とその結末

問　次の史料は，列強の一部が自国の海外駐在大使に送った文書の一部である。下線部の北京の状況をもたらし
た事件とその結末を説明しなさい。（90～100字程度）
我々は北京の状況を実質的な無政府状態とみなしている。……我々の目的はこの混乱の他地域への波及や再発を
防ぐうえで他の列強と協力することにある。……政府の方針は，中国に恒久的な安全と平和をもたらしうる解決
策を求め，中国の領土・行政の実体を保全し，……中国全域での平等公正な交易という原則を世界のために守る
ことである。

ドイツの山東省進出に「扶清滅洋」を掲げて蜂起し北京の公使館地区を包囲した義和団に
清朝が同調し，列強に宣戦するも８カ国連合軍に鎮圧された義和団事件である。清朝は北
京議定書で外国軍の北京駐兵などを認めた。

近代 東アジア

問題

解答例

2012 慶應義塾大学/経済 3 12

香港の植民地化

香港は三段階を経て最終的に形成された。その経緯について120字以内で説明せよ。

1842年アヘン戦争の南京条約でイギリスは香港島を獲得した。1860年にはアロー戦争の
北京条約で香港島対岸の九竜半島南部を獲得し，1898年には列強の分割競争の一環とし
て九竜半島全域と周辺の島々を新界として99年の期限で租借した。

近代 東アジア

問題

解答例

2002 東京学芸大学 4



ロシアと清朝の国境確定

中国東北部における清朝とロシアの領域確定の歴史について，次の言葉を全部用いて説明しなさい。（120字以
内）

ネルチンスク条約，　アムール川，　アイグン条約，　北京条約，　ウスリー江，　沿海州

康熙帝期とピョートル１世は1689年ネルチンスク条約でスタノボイ山脈を国境とした
が，アロー戦争に乗じたロシアは1858年アイグン条約でアムール川以北を獲得し，さら
にアロー戦争の調停を口実に1860年の北京条約で，ウスリー江以東の沿海州を獲得し
た。

近代 東アジア

問題

解答例

2004 和歌山大学 1

朝鮮・琉球と日本の関係変化

　アジアでは，国家と地域の関係には時代によってさまざまな形があった。地域支配のあり方に関連する，以下
の設問(A)～(C)に答えよ。解答は設問ごとに行を改め，冒頭に(A)～(C)の符号を付して記せ。
(B)　東シナ海周辺諸地域は古くから内部でさまざまな関係を結んできたが，1868年に日本が明治新政府を樹立す
ると，この関係は大きく変動することになる。1870年代に朝鮮および琉球にとって日本との関係が政治的にどの
ように変動したのか，その内容を，120字以内で記せ。

冊封体制を背景に朝鮮は日本と対等な隣人関係を，琉球は日中両属関係を結んでいた。し
かし明治政府が主権国家体制に基づく外交を求めると，冊封体制を前提に開国を拒否した
朝鮮は江華島事件によって日本に不平等条約を強制され，琉球は日本に併合された。
（118字）

近代 東アジア

問題

解答例

1995 東京大学 2 B



辛亥革命の終焉

袁世凱の帝政が実施されるまでの経緯を120字以内（句読点を含む）で述べよ。

袁世凱は，孫文との取引で臨時大総統となったが，民主的な臨時約法下での選挙で孫文た
ちが組織した国民党が勝利したため，国民党を弾圧して国会を解散させ，正式に大総統と
なった。さらに独裁権力を承認する新約法を制定し，学者を用いて帝政運動を組織した。

近代 東アジア

問題

解答例

2005 東京学芸大学 3

ロシアの対中国南下

人類の歴史において，領土およびその境界は，しばしば政治的な争いや取引の対象となってきた。そして，過去
に決められた領土や境界のあり方は，さまざまな形で現代世界の成り立ちに影を投げかけている。領土と境界の
画定をめぐる歴史上の出来事に関する以下の三つの設問に答えなさい。解答は，解答欄（ロ）を用い，設問ごと
に行を改め，冒頭に(1)～(3)の番号を付して記しなさい。

問(1)1960年代，ソヴィエト連邦と中華人民共和国との間で政治的な対立が深まり，1969年には，アムール川
（黒竜江）の支流ウスリー川にある中洲の領有をめぐって武力衝突が発生した。この両河川流域の領土帰属は，
19世紀半ばにロシアが清と結んだ二つの条約で定められていた。これら二つの条約が結ばれた経緯とその内容に
ついて，４行以内で説明しなさい。

アムール川流域の探査を進めたロシアは，アロー戦争の混乱に乗じて1858年にアイグン
条約を結び，アムール川以北を獲得し，ウスリー川以東の沿海州を共同管理地とした。さ
らに1860年にはアロー戦争の調停を口実に北京条約を結んで沿海州を獲得した。（115
字）

近代 東アジア

問題

解答例

2008 東京大学 2 1



ロシアの対中国南下

極東地域における現在のロシアと中国の国境は，19世紀半ばに両国が結んだ二つの条約によって確定した。この
２つの条約が結ばれた経緯とその内容について120字以内で説明せよ。

アムール川流域の探査を進めたロシアは，アロー戦争の混乱に乗じて1858年にアイグン
条約を結び，アムール川以北を獲得し，ウスリー川以東の沿海州を共同管理地とした。さ
らに1860年にはアロー戦争の調停を口実に北京条約を結んで沿海州を獲得した。（115
字）

近代 東アジア

問題

解答例

2008 東京大学 2 1改

清末のヴェトナム

清末に清朝は対外関係のみなおしを余儀なくされたが，これは，隣接諸国において清朝の政治的影響力が急速に
弱まっていったことを意味する。ヴェトナムの事例について，90字程度で簡潔に説明しなさい。

19世紀半ばからフランスの進出を受けた阮朝越南国は，1884年にユエ条約によってフラ
ンスの保護国とされた。宗主権を主張した清はフランスと清仏戦争を戦ったが敗北し，天
津条約を結んでこれを承認した。

近代 東アジア・南アジア

問題

解答例

2004 北海道大学 4

清仏戦争の原因

フランスによるベトナムの植民地化にともなって，ある国とフランスの間で戦争が起こった。その国の名を，王
朝名で答えなさい。その戦争が起こった理由を簡潔に示しなさい。（50字程度）

フランスがユエ条約を結んでベトナムを保護国化すると，宗主権を主張する清が反対して
戦争となった。

近代 欧州・南アジア・東アジア

問題

解答例

2007 名古屋大学 3 3



英印中三角貿易

16世紀以降に中国に流入した銀は，18世紀末には逆に国外に流出するようになる。これはイギリスの三角貿易を
主因とするものであるが，この三角貿易について60字程度で簡潔に説明せよ。

イギリスは茶を清朝から輸入し，その際流出した銀を回収するため，綿布をインドに輸出
し，インドのアヘンを中国へ輸出した。

近代 欧州・南アジア・東アジア

問題

解答例

1996 北海道大学 2 5

イギリス・インド・中国三角貿易

アヘン戦争以前のイギリスのアジアにおける三角貿易を90字程度で簡潔に説明しなさい。

イギリスで茶の需要が増大すると対中国茶貿易で銀が流出した。それを防ぐため，産業革
命の機械製綿布をインドに輸出し，インドで栽培させたアヘンを中国へ輸出して，銀を本
国に回収する三角貿易を行った。

近代 欧州・東アジア・南アジア

問題

解答例

2007 北海道大学 3 4

欧米による東南アジア植民地化

欧米勢力による東南アジア植民地化の動きは17世紀から始まり，19世紀にはシャム（タイ）を除いて，東南アジ
ア全域が欧米勢力の植民地となった。

問13　フィリピンがアメリカの植民地となった経緯を簡潔に述べよ。（70字程度）

アメリカは米西戦争によってスペインからフィリピンを獲得し，独立運動を展開していた
アギナルドら現地勢力の抵抗を排除して支配を確立した。

近世・近代 南アジア

問題

解答例

2006 愛知教育大学 3 13



3Ｃ政策

３ｃ政策について。３つのｃがさす地名を明らかにしつつ，この政策の目的を簡単に説明しなさい。（100字程
度）

ケープタウンとカイロを結ぶアフリカ縦断政策と，最大の植民地インドとインド航路を確
保しようとするインド政策を，これら２都市とインドのカルカッタを結ぶことで結合し，
インド洋海域を支配下におこうとした。

近代 欧州・西アジア・南アジア

問題

解答例

2005 和歌山大学 3

1869年の交通史上の変化

　2008年アメリカ大統領選挙における民主党候補争いは，ヒラリー・クリントンとバラク・オバマによる史上ま
れに見る接戦となった。いずれも本選で当選すれば，アメリカ政治史上，初の女性大統領，黒人大統領の誕生と
なることから大きな注目を集めることとなった。しかし，歴史をさかのぼれば，そもそも，アメリカ合衆国の建
国時，女性にも黒人にも，大統領に立候補する被選挙権はもちろんのこと，政治に一票を投じる参政権すら付与
されていなかった。
　アメリカでは，19世紀前半のジャクソン大統領の時代に男子普通選挙制が採用されたが，黒人（奴隷）や女性
は蚊帳の外に置かれた。南北の激しい内戦をへて，奴隷制が解体されたのちの再建の時代になって，憲法修正15
条により「合衆国市民の投票権は，人種，肌の色，または過去における労役の状態を理由にして，合衆国または
州によって拒否または制限されることはない」（1870）と定められ，黒人男子への政治参加への道が開かれるか
にみえた。しかし，白人による激しい抵抗にあい投票権を剥奪され，実質的な政治参加は，約百年後に成立した
1965年の投票権法の成立を待たなければならなかった。
　一方の女性たちの参政権運動は，1848年にセネカ・フォールズにて開催されたアメリカ女性の権利獲得のため
の集会から始まったといわれる。19世紀後半には女性団体が運動を展開し，1920年になってようやく憲法修正19
条により「合衆国市民の投票権は，性別を理由として，合衆国またはいかなる州によっても，これを拒否または
制限されてはならない」と定められ，女性の連邦政治への参加が可能となった。
問１　南北戦争後の1869年には，アメリカの政治・経済の統合に大きな役割を果たす交通網が完成する。これは
何か。また，海外においても同年，ヨーロッパとアジアの距離を短縮する交通史上の大きな変化が起こるが，そ
れは何か。

アメリカの太平洋岸と東部地域を結ぶ大陸横断鉄道が完成し，地中海と紅海を結ぶスエズ
運河も完成した。（48字）

近代 北米・西アジア

問題

解答例

2010 一橋大学 2 1



ベルリン会議とドイツ，ロシア

ベルリン会議をはさんでドイツとロシアの外交関係はどのように推移したか，50字以内（句読点を含む）で述べ
よ。

ドイツは反フランスの三帝同盟にロシアを参加させていたが，ベルリン会議にロシアが反
発し崩壊した。

近代 欧州

問題

解答例

2003 東京学芸大学 3

パリ=コミューン

問１　下線部(a)での滞在中に，久米らは，その２年足らず前にこの都市を舞台にして起こったある出来事で最後
の大規模な戦闘があった墓地を訪れている。この出来事については，カール・マルクスが『フランスにおける内
乱』と題した冊子で議論している。この出来事を説明しなさい。

普仏戦争の講和への不満から，社会主義者主導のパリ=コミューンが組織されたが，臨時
政府に弾圧された。（49字）

近代 欧州

問題

解答例

2011 一橋大学 2 1

バルカン戦争

二次にわたるバルカン戦争（1912～1913）について，60字程度で簡単に説明せよ。

第一次は，バルカン同盟諸国がオスマン帝国に勝利した。第二次は獲得地の配分をめぐっ
てブルガリアが孤立し，他の同盟諸国に敗北した。

近代 欧州

問題

解答例

2000 北海道大学 2 4



サライェヴォ事件

1914年６月28日サライボで，オーストリア帝位継承者夫妻がセルビアの一青年によって暗殺された。セルビア人
はなぜオーストリアに対し反感を抱いたのか。60字程度で簡単に記せ。

オーストリアは，セルビアが同じ南スラヴ系住民の地として主権を主張したボスニア・ヘ
ルツェゴビナを，1908年に併合していた。

近代 欧州

問題

解答例

2000 北海道大学 2 5

３B政策の内容

1890年以降「世界政策」を掲げたドイツ帝国が，結果として第一次世界大戦を招く間の，３Ｂ政策の内容を60字
程度で説明せよ。

バグダード鉄道の建設を進めることで，ベルリン，ビザンティウム，バグダードを結んで
ペルシア湾からインド洋へ進出しようとした。

近代 欧州

問題

解答例

1999 北海道大学 4 4

英仏協商

1904年に日露戦争が勃発したが，まもなく日本の同盟国とロシアの同盟国が協商を締結するという，一見奇妙な
事態になった。この協商が締結された目的およびその内容について，70字以内で記せ。

日露戦争への参戦を回避し，ドイツに共同して対処することを目的とし，イギリスがエジ
プト，フランスがモロッコを勢力圏とすることで合意した。（67字）

近代 欧州

問題

解答例

2003 首都大学東京 2



サライェヴォ事件

1914年６月28日サライボで，オーストリア帝位継承者夫妻がセルビアの一青年によって暗殺された。セルビア人
はなぜオーストリアに対し反感を抱いたのか。80字以内で述べよ。

オーストリアは，セルビアがパン=スラヴ主義に基づく大セルビア主義で同じ南スラヴ系
住民の地として主権を主張したボスニア・ヘルツェゴビナを，1908年に併合していた。

近代 欧州

問題

解答例

2000 北海道大学 2 5改

三国協商

英露協商は三国協商の一環を形成した。三国協商とは何か。90字程度で説明せよ。

フランスとロシアの露仏同盟に加え，ドイツの進出を警戒したイギリスがフランスとロシ
アそれぞれと英仏協商，英露協商を結んで成立した英仏露三国の協力体制であり，独墺伊
の三国同盟に対抗した。

近代 欧州

問題

解答例

2001 北海道大学 3

アメリカ労働総同盟

アメリカ労働総同盟の成立と組織・活動の特色を100字以内で説明せよ。なお，句読点は１字と数えることとす
る。

熟練労働者を中心とした産業別の労働組合として組織された。資本家と労働者の階級対立
を前提としながらもマルクス主義の革命路線を否定し，労働時間の短縮と賃金の上昇を目
的として，ストライキなどの闘争を行った。

近代 北米

問題

解答例

2003 早稲田大学/商 4



米西戦争の原因

米西戦争の原因を60字以内で記しなさい。

キューバの対スペイン独立反乱にアメリカが介入し，軍艦メイン号を派遣したが爆沈した
ため，スペインの仕業として宣戦した。（58字）

近代 欧州・北米・中南米

問題

解答例

2011 首都大学東京 4 03-1

米西戦争の原因

以下の設問に答えなさい。

1898年のアメリカ=スペイン戦争（米西戦争）の原因を述べなさい。（100字以内）

フロンティアの消滅によってアメリカ企業は海外に市場を求めるようになった。アメリカ
政府は拡大モンロー主義のもとカリブ海政策をとり，アメリカ資本が進出したキューバの
独立運動に介入してスペインに宣戦した。（99字）

近代 欧州・北米・中南米

問題

解答例

2008 一橋大学 2 1

米西戦争の結果

1898年のアメリカ=スペイン戦争（米西戦争）に勝利したアメリカ合衆国は，アジア・太平洋地域への進出を本
格化し，次第に帝国主義的な行動を追求していくことになった。

この戦争の結果を50字以内で記しなさい。

アメリカはカリブ海でキューバを占領し，プエルトリコを獲得，太平洋でフィリピン・グ
アムを獲得した。（48字）

近代 欧州・北米・中南米・南アジア

問題

解答例

2011 首都大学東京 4 03-2



米西戦争後，キューバと合衆国

米西戦争（アメリカ=スペイン戦争）について記した次の文章を読んで，以下の問いに答えなさい。解答用紙に，
適宜，設問の番号をふって答えること。
　最初の戦闘は，興味深いことに地球の反対側のスペイン領［　Ａ　］で起きた。マッキンリーは宣戦布告６週
間前にアジア艦隊司令官のジョージ・デューイ提督にたいし，戦争勃発の場合，［　Ａ　］のマニラをただちに
奪取するよう命令していた。はたして５月１日にアメリカはスペイン海軍を撃破した。［　Ｂ　］でもアメリカ
はまたたくまにスペインを破り，さらにプエルトリコを占領した。８月の休戦協定でスペインは，［　Ｂ　］の
放棄とプエルトリコおよび［　Ｃ　］のアメリカへの割譲を認めた。同年12月のパリ講和条約でアメリカの
［　Ａ　］領有も正式に決まった。この間，５年前には撤回された［　Ｄ　］の併合が，議会により承認された
（1898年７月）出典：紀平英作編『アメリカ史』山川出版社，1999年。出題にあたり一部を書き改めた。
問２　米西戦争に先だって［　Ａ　］，［　Ｄ　］ではそれぞれ独立運動がおこっていた。このことに関連し
て，次の(1)(2)に答えなさい。
(2) ［　Ｂ　］における独立運動は，米西戦争後，どのような帰結をむかえたか，アメリカとの関係に言及しなが
ら，簡潔に述べなさい。（100字程度）

キューバの独立は承認されたが，アメリカ軍の事実上の占領下に置かれた。やがて成立し
たキューバ憲法には，アメリカの干渉権を認めるプラット条項が挿入され，キューバは事
実上のアメリカの保護国となった。（96字）

近代 北米・中南米

問題

解答例

2009 千葉大学 2 2-2

門戸開放宣言の内容

門戸開放宣言の内容を，60字程度で簡潔に説明せよ。

アメリカ合衆国が，国務長官ジョン=ヘイの名で，列強に対して中国の門戸開放，機会均
等，領土保全の原則を要求した。

近代 東アジア

問題

解答例

2002 北海道大学 3 2



門戸開放宣言

中国における列強の「機会均等主義」を唱えた人物の名を記し，その目的を60字程度で簡潔に説明せよ。

ジョン=ヘイ。中国分割競争に出遅れたアメリカ合衆国が，列強に対して門戸開放を要求
して中国市場への参入を図ろうとした。

近代 北米・東アジア

問題

解答例

1997 北海道大学 4 4

米西戦争後のアメリカの中国政策

歴史上，帝国と呼ばれた国家は，多民族，他人種，他宗教を包摂する大きな領域をその版図におさめている場合
が多かった。それらの国家の繁栄と衰退，差異や共通性，内外の諸関係について，次の３つの設問に答えなさ
い。解答は，解答欄（ロ）を用い，設問ごとに行を改め，冒頭に(1)～(3)の番号を付して記しなさい。
問(3)　1898年に勃発したアメリカ-スペイン戦争をきっかけとして，アメリカ合衆国は，(a)モンロー宣言によっ
て定式化された従来の対外政策を脱し，より積極的な対外政策を追求しはじめた。とりわけこの戦争の舞台と
なったカリブ海や西太平洋，そして中国においては，戦後，(b)アメリカ合衆国の影響力が飛躍的に高まり，帝国
主義列強間の力関係にも大きな変化がもたらされた。下線部(a)・(b)に対応する以下の問いに，冒頭(a)・(b)を付し
て答えなさい。
(b)　この戦争後におけるアメリカ合衆国の対中国政策の特徴を，３行以内で説明しなさい。

(b)ヨーロッパ諸国の中国分割に抗議し，国務長官ジョン=ヘイが門戸開放宣言を発し，中
国市場の門戸開放・機会均等を求め参入を図った。また，領土保全を唱えて列強の進出に
反対の立場をとった。（89字）

近代 北米・東アジア

問題

解答例

2011 東京大学 2 3b



南アフリカ戦争の原因

1652年にオランダ領とされたアフリカ南端のケープ植民地は、1814年にイギリス領となる。この結果、ケープ植
民地に住みついたオランダ系移民の子孫とされるブール人（ブーア人、ボーア人）は北方へ移動して自分たちの
国を建てていた。ところが、19世紀末に(エ)南アフリカ戦争が起こる。

下線部(エ)について、この戦争の直接原因を80字以内で述べなさい。

ブール人国家のオレンジ自由国とトランスヴァール共和国でダイヤモンド鉱・金鉱が発見
され、英植民相ジョゼフ＝チェンバレンが、これを狙い帝国主義的戦争を起こしたから。
（80字）

近代 アフリカ

問題

解答例

2009 中央大学/経済 1 5

ボーア戦争

南アフリカ戦争（ボーア戦争，ブール戦争）とは，どのような戦争であったか，簡潔に説明せよ。（90字程度）

ボーア人のトランスヴァール共和国とオレンジ自由国で金とダイヤモンドが発見されたた
め，植民地相ジョゼフ=チェンバレンの主導のもとイギリスが両国を征服しようとして開
始した帝国主義戦争。

近代 アフリカ

問題

解答例

2006 名古屋大学 3

アフリカ進出での英仏対立の経過と帰結

ウラービーの反乱が起きてから英仏協商が結ばれる時期の，アフリカ大陸進出における英仏の対立の経過とその
帰結を説明しなさい。（90～100字程度）

イギリスは反乱を単独鎮圧すると，保護国化したエジプトとケープを結ぶ縦断政策を進め
た。フランスはセネガルとジブチを結ぶ横断政策で対抗し，両者はファショダで衝突した
が，フランスの譲歩により英仏は接近した。

近代 アフリカ

問題

解答例

2012 慶應義塾大学/経済 3 15



英仏協商

英仏協商とは，どのような内容のものであったか。簡潔に説明せよ。（70字程度）

ドイツの勢力拡張に対抗するため，イギリスのエジプトに対する優先権とフランスのモ
ロッコに対する優先権を相互に承認して両国の対立を解消した。

近代 欧州・アフリカ

問題

解答例

2006 名古屋大学 3

第一次世界大戦中イギリスの中東外交

第一次世界大戦が長期化するにつれ，同盟国側・連合国側の双方とも，植民地や民族独立運動の支援をとりつけ
て戦争を有利に展開しようとした。

問　第一次大戦中にイギリスがパレスチナを含む地域に関して実施した方策を100字以内で記しなさい。

1915年フセイン・マクマホン協定でアラブ人の戦後の独立を約束したが，翌年サイク
ス・ピコ協定で英・仏・露によるオスマン帝国分割を密約した。1917年にはバルフォア
宣言でパレスチナのユダヤ人国家建設を約束した。（100字）

現代 欧州・西アジア

問題

解答例

2012 首都大学東京 4 01

ドイツ革命

ソヴィエト=ロシアは革命の成功はひとえに西欧における革命の成功にかかっていると考え，特にドイツでの革命
に期待した。このドイツ革命の推移を100字以内で述べなさい。ただし，以下の語句を最低１回は解答の中に盛り
込み，その場所には下線を引いておくこと。

軍部，社会民主党，ドイツ共産党，キール軍港，労兵レーテ

キール軍港の水兵蜂起を契機として労兵レーテが組織され，軍部中心の挙国一致体制と帝
制は崩壊したが，臨時政府を議会主義的な社会民主党が組織したため，革命路線のドイツ
共産党は武力蜂起を試み，鎮圧された。（98字）

現代 欧州

問題

解答例

2008 中央大学（経済/経済） 1 2



総力戦

設問９　下線部④に関して：当時，第一次世界大戦の戦死者数は史上最悪であった。これは本大戦が「総力戦」
であったことと関わる。「総力戦」とは何か，説明しなさい。(50字以内)

国力の全てが投入される戦争を言う。男性は国民皆兵原則で動員され，女性も生産・補給
に動員された。

現代 全地域

問題

解答例

2007 福井大学 2 09

ロシア革命と暦

歴史上，人々はさまざまな暦を用いてきた。暦は支配権力や宗教などと密接に関連して，それらの地域的な広が
りを反映することが多かった。また，いくつかの暦を併用する社会も少なくない。歴史上の暦に関する以下の３
つの設問に答えなさい。解答は，解答欄（ロ）を用い，設問ごとに行を改め，冒頭に(1)～(3)の番号を付して記し
なさい。

問(2)　現在，私たちが用いている西暦は，紀元前１世紀に古代ローマで作られ，その後ローマ教皇により改良さ
れた暦を基礎としている。しかし，ヨーロッパにおいても，時代や地域によって異なる暦が用いられており，し
ばしば複数の暦が併用された。以下の問いに，(a)・(b)を付して答えなさい。

(b)　ロシアでも，20世紀初めに暦の制度が変更された。この変更について，１行以内で説明しなさい。

ロシア革命期にユリウス暦に代えてグレゴリウス暦を採用した。（29字）

現代 欧州

問題

解答例

2007 東京大学 2 2b

1920年代のアメリカ保守主義

1920年代のアメリカの保守的な風潮について，どのような特徴をもつものであったか，50字以内で（句読点等を
含む）で述べよ。

禁酒法や移民法の制定など，主流社会層のWASPが，黒人や移民に対する差別感情と復古
的傾向を強めた。（49字）

現代 欧州

問題

解答例

2009 東京学芸大学 4 05



北イタリアストライキ

第一次世界大戦後の経済混乱は国民の政府不信を強めた。この経済混乱に抗議して1920年にイタリアで発生した
出来事を50字以内で記しなさい。

社会党左派が主導する労働者の工場占拠が北イタリアでおこり、また、農民の農場占拠が
各地で起こった。（48字）

現代 欧州

問題

解答例

2012 首都大学東京 4 06

スターリンとトロツキーの対立

レーニン死後の革命政権の指導者争いの激化について，この闘争においては革命の方針を巡りどのような論点の
対立が見られたのか。スターリン及び彼と決定的に対立した人物の名前を挙げて，60字程度で説明せよ。

社会主義実現はソ連一国で可能とする一国社会主義をスターリンが唱え，他国を革命に巻
き込む世界革命をトロツキーが主張した。

現代 欧州

問題

解答例

1998 埼玉大学 2

第一次世界大戦後のドイツ

ドイツに関する以下の問(1),(2)に答えなさい。
(1)　第一次世界大戦後，敗戦国ドイツの経済は著しく疲弊していたが，ドイツの賠償支払いの不履行を理由とし
て，1923年にドイツの工業生産を大きく低下させる出来事が起きた。この出来事の内容と，それに対するドイツ
側の反応を簡潔に記しなさい。（50字程度）
(2)　(1)の出来事の後，インフレーションが激化した。これを収拾するため1923年に実施された経済措置につい
て，その措置を講じた首相の名前と，その措置の内容を簡潔に記しなさい。（70字程度）

(1)フランスがベルギーとともにルールを占領した。ドイツは，ストライキによる消極的抵
抗を行った。
(2)シュトレーゼマン。公有地を担保とし，信用を保証した新紙幣のレンテンマルクを発行
し，１レンテンマルクと１兆マルクを交換することで通貨量を圧縮した。

現代 欧州

問題

解答例

2004 慶應義塾大学/経済 3



ドイツ共和国

ドイツ帝国が崩壊したのち，1919年にドイツで樹立された新たな国家体制の形成について60字以内で記しなさ
い。

ドイツは共和国となり，社会民主党を中心に臨時政府が組織され，国民議会で男女平等・
社会権などを定めた新憲法が制定された。（59字）

現代 欧州

問題

解答例

2012 首都大学東京 4 03

1918・1928年イギリスの政治参加拡大

1918年と1928年にイギリスでおこなわれた政治参加の拡大の内容を70字以内で記しなさい。

1918年は，21歳以上の男性普通選挙権と30歳以上の女性普通選挙権が認められた。1928
年は，21歳以上の普通選挙権承認で，参政権の第女平等が実現した。（70字）

現代 欧州

問題

解答例

2012 首都大学東京 4 02

ファシスト党の政策・政治思想の特色

ファシスト党の政策・政治思想の特色を90字以内で述べよ。

反共主義の下で強力な指導者と国家による国民統合を主張する一方，無制限の資本主義も
批判し，国民生活にも一定の配慮を示した。領土問題では強硬姿勢を主張し，教会との和
解を提唱した。

現代 欧州

問題

解答例

2011 新潟大学 4 02



内戦期のソヴィエト政権の経済政策

ロシア革命後，ソヴィエト政権がとった内戦期の政治経済政策の特徴について100字程度で説明しなさい。

コミンテルンを結成して世界革命を推進する一方，赤軍を組織して軍事力を強化し，チェ
カを設置して反革命運動を取り締まった。また，戦時共産主義で農民から穀物を強制徴発
して食料を配給制とし，企業も国有化した。

現代 欧州

問題

解答例

2013 北海道大学 3 05

1920年代のソ連

1920年代のソ連の変化を次の用語を用いて120字以内で説明せよ（句読点も１字に数える。算用数字は１マスに
２字とせよ）。

戦時共産主義　ネップ　第一次五カ年計画

戦時共産主義で疲弊した経済再建のため，1921年からソヴィエト政権は資本主義への譲
歩としてネップ制を行った。その結果小資本家や富農のクラークが出現すると，1928年
から重工業化と農業の集団化で社会主義建設を目指す第一次五カ年計画を開始した。

現代 欧州

問題

解答例

2002 法政大学/法 5

アメリカ的生活様式の内容と意義

こうして，1920年代のアメリカにおいては，一般大衆にまで消費文明がいきわたる大衆消費社会が出現し，いわ
ゆるアメリカ的生活様式が普及した。

問　下線部の内容と意義について100字以内で説明せよ。なお，句読点・算用数字も１字と数える。

大量生産は生活水準の向上をもたらしたが，生活様式は画一化した。メディアの発達は，
消費を助長するとともに，価値観を画一化した。こうして生まれたアメリか的生活様式
は，世界の人々の憧れと反発の対象となった。

現代 北米

問題

解答例

2009 早稲田大学/商 4 14



第一次世界大戦から戦後の合衆国の外交

アメリカ合衆国は，伝統的にヨーロッパの国際政治とは距離を置く姿勢を取り続けてきた。この観点から，第一
次世界大戦中および戦後のアメリカ合衆国の外交を100字以内で説明しなさい。その際，以下の語句を必ず使用
し，使用した箇所すべてに下線を引きなさい。

無制限潜水艦作戦　　国際連盟　　孤立主義

1917年までは中立を維持したが，ドイツの無制限潜水艦作戦を機に連合国側で参戦し
た。戦争末期にウィルソンが十四か条を提唱してパリ講和会議に臨んだが，結局孤立主義
に回帰し，国際連盟には参加しなかった。

現代 北米

問題

解答例

2012 東京外国語大学 2

新文化運動

＜新文化運動（文学革命）＞の時期に胡適によって始められた運動名を記し，その運動の内容・特徴について60
字以内（句読点を含む）で説明せよ。

白話運動。新思想を民衆に伝えるため，文語にかえて言文一致の白話文を新たに創造しよ
うとした。文学作品では魯迅が代表である。

近代 東アジア

問題

解答例

2005 東京学芸大学 3



アジアの民族運動

アジアの民族運動とその指導者に関する下記の設問(A)～(C)に答えよ。解答の冒頭に(A)～(C)の符号を付し，それ
ぞれ120字以内で記せ。
(A)第一次世界大戦後の中国では，軍閥の割拠と半植民地状況に反対する民衆の運動が高まり，それは1924～27年
の国民革命へと発展していった。中国革命の指導者孫文が，晩年に国民革命の基礎を固めるため行った政策転換
を具体的に説明せよ。
(B)ガンディーの活躍した1920～30年代のインドの民族運動や大衆的な運動は，19世紀のそれと比べて運動の性
格・目標・参加者などの点で異なっていた。インドの国民会議結成当時との比較を念頭において，1920～30年代
のインドの民族運動や大衆的な運動について，その特徴を述べよ。
(C)第一次世界大戦後のトルコ革命の指導者として，アタテュルクがトルコの国家と近代化を目指して行った改革
について，具体的に説明せよ。

Ａ孫文はロシア革命や五・四運動の経験で大衆運動の重要性を認識し、中国国民党を大衆
政党に改組しようとした。そのため三民主義を発展させて「連ソ・容共・扶助工農」を掲
げ、コミンテルンの指導をうけて中国共産党と第一次国共合作を成立させた。
Ｂ結成当初の国民会議は、地主・知識人など名士中心の対英協調的団体で、改良主義的運
動を中心とした。20年代の国民会議は完全独立を求める反英民族主義団体で、ガンジーは
非暴力・不服従運動に一般民衆を全国的に動員した。
Ｃアタチュルクはスルタン制・カリフ制を廃止して政教分離を断行し、憲法を制定して近
代的な法制度を整備し、女性参政権を認めてイスラムに基づく教育も廃止した。また太陽
暦やローマ字の採用など、諸方面の近代化を推進した。��

近代 東アジア・西アジア・南アジア

問題

解答例

1988 東京大学 2



20世紀インドの民族運動

インド総督カーゾンは、繁栄運動を分裂させるため、（　a　）分割令を公布した。国民会議派はコルカタ大会を
開き、（　a　）分割令反対とともに、①イギリス製品不買、②スワデーシ、③スワラージ、④（　b　）の4綱領
を決議した。（　a　）分割令は、撤回された。第一次大戦後、インド政庁がインド人に対する令状なしの逮捕、
裁判抜きの投獄を認める（　c　）法を発布したため、アムリットサールで抗議集会が開かれた。イギリス軍はこ
れに発砲し、1000人以上の死傷者が出た。イギリスはさらに（　d　）法を発布したが、重要な権限はイギリス
が握り続けるというものだったため、民族運動は引き続き発展していった。

下記の語句から適切な用語を用いて、20世紀インドにおける民族運動について、120字以内で記述しなさい。使
用した語句には下線をつけなさい。

【語群】
アギナルド　ガンディー　ジンナー　ダライ＝ラマ　タゴール　チョイバルサン
ナセル　ネルー　マホメット　アフガニスタン　アルジェリア　インド連邦
カシミール　パキスタン　バングラデシュ　パンジャブ　非暴力・不服従運動
完全自治　完全独立　武断政治　シーア派　スンナ派　ヒンドゥー教徒　ムスリム
第一次大戦　第二次大戦　全インド＝ムスリム連盟　全ロシア＝ムスリム大会
ファシズム大評議会

第一次大戦後ガンディーは非暴力・不服従運動に大衆を動員する一方、ヒンドゥー教徒中
心の国民会議派と全インド＝ムスリム連盟の共闘を模索した。国民会議派は完全独立を掲
げるが、第二次大戦後にネルーのインド連邦とジンナーのパキスタンに分離独立した。
（119字）

近代・現代 南アジア

問題

解答例

2009 中央大学/経済 4 2

三民主義

孫文が提唱した三民主義について説明しなさい。

三民主義は，満州人の清王朝打倒を掲げる民族主義，共和政国家の樹立を掲げる民権主
義，土地に関する権利を均しくし，貧富の格差の拡大を防止する民生主義からなる。（77
字）

近代・現代 東アジア

問題

解答例

2012 千葉大学 3 2



インドとパキスタンの対立

インドとパキスタンは，最近，核実験問題をめぐり対立している。このような両国の対立の歴史的背景を，20世
紀初頭以降のインド独立運動の経緯を踏まえて，100字以内で述べなさい。

民族運動の分断を画策したイギリスは，ヒンドゥー中心の国民会議に対し全インド=ムス
リム連盟の結成を支援した。民族運動の高揚の一方で，宗派対立は激化し，全インド=ム
スリム連盟は分離独立を主張した。

近代・現代 南アジア（東南アジア）

問題

解答例

1999 明治大学/文 5B

ローザンヌ条約と英仏委任統治領

人類の歴史において，領土およびその境界は，しばしば政治的な争いや取引の対象となってきた。そして，過去
に決められた領土や境界のあり方は，さまざまな形で現代世界の成り立ちに影を投げかけている。領土と境界の
画定をめぐる歴史上の出来事に関する以下の三つの設問に答えなさい。解答は，解答欄（ロ）を用い，設問ごと
に行を改め，冒頭に(1)～(3)の番号を付して記しなさい。

問(2)ゴラン高原をめぐるイスラエルとシリアの係争は，高原の西の境界に関する見解の不一致によっても複雑化
している。イスラエルは1923年に定められた境界を，シリアは1967年６月４日時点での実効的な境界を主張して
いる。この背景には，乾燥地帯では特に切実な水資源の奪い合いという問題もある。下線部(a)・(b)を付して答え
なさい。
(a)この境界は，当時のいかなる領域間の境界として定められたものか，２行以内で説明しなさい。

英仏が旧オスマン帝国のアラブ人地域を委任統治領としたうちフランスのシリアとイギリ
スのパレスチナとの境界であった。（56字）

現代 西アジア

問題

解答例

2008 東京大学 2 2a



トルコ革命

トルコ革命によってトルコ共和国が成立したが，その初代大統領の名と，かれのもとで進められた近代化政策に
どのようなものがあったのか記せ。

ムスタファ=ケマル。カリフ制を廃止して政教分離を断行し，女性参政権を実現した。ま
た，太陽暦を採用し，アラビア文字に代わってローマ字を採用する文字改革を行った。

現代 西アジア

問題

解答例

2012 新潟大学 1 06

トルコ共和国の近代化政策

初期のトルコ共和国において行われた近代化政策を90字程度で簡潔に説明しなさい。

カリフ制とイスラーム法裁判を廃止し，西欧風の憲法を制定して政教分離を行った。アラ
ビア文字に代わるローマ字採用の文字改革や太陽暦の導入を行い，一夫一婦制や女性参政
権などの女性解放も行った。

現代 西アジア

問題

解答例

2004 北海道大学 3

インドとパキスタンの分離独立

1947年８月にインドとパキスタンがイギリスから独立した。このような独立に至る経緯を50字以内（句読点等を
含む）で説明せよ。

ヒンドゥー教徒とムスリムの宗教対立が激化し，全インド=ムスリム連盟がパキスタンの
分離独立を主張した。（50字）

現代 南アジア

問題

解答例

2010 東京学芸大学 3 05



第二次非暴力不服従

1930年にガンディーが展開した第２次非暴力不服従運動を具体的に説明しなさい。

国民会議派ラホール大会の完全自治の決議を受け，ガンディーは塩専売制に抗議する塩の
行進を行い，民衆を民族運動に動員した。

現代 南アジア

問題

解答例

2010 慶應義塾大学/経済 3 15-1

国共分裂時の国民政府の政策

八・一宣言が出された当時の蔣介石らの国民政府は，中国共産党勢力と日本軍に対して「安内攘外」といわれる
政策をとっていた。「安内攘外」政策について50字以内で説明しなさい。

共産党への攻撃を優先して国内安定の後に外敵を駆逐する政策で，満州事変など日本の軍
事行動には妥協した。

現代 東アジア

問題

解答例

2009 慶應義塾大学/経済 3 21

奉天事件（張作霖爆殺事件）

張作霖爆殺が中国に与えた影響について知るところを記せ

蔣介石による内地支配が確立する一方，日本軍による東北地方進出の試みが本格化した。
中国の民衆の反日感情も高まった。

現代 東アジア

問題

解答例

2003 新潟大学 1



北伐の完成

蔣介石が1928年12月に実質的に北伐を完成した時の，張学良の対応について記せ

抗日を決意した張学良は，東北地方の実権を掌握すると，蔣介石による中国統一を支持
し，青天白日旗を掲げて帰順の意を示した。

現代 東アジア

問題

解答例

2003 新潟大学 1

西安事件

西安事件に際しての張学良の主張はどのようなものであったかを簡単に説明せよ。

共産党との戦いを優先させる蔣介石に反対し，華北への進出をはかる日本に対抗するた
め，内戦の停止と統一戦線の結成を主張した。

現代 東アジア

問題

解答例

2003 新潟大学 1

九カ国条約

(a)中国に関する九カ国条約

下線部(a)について、条約で確認された原則と、それが日本の行動に及ぼした結果を述べなさい。

中国の門戸開放・機会均等・領土保全の原則が条文化された。日本は，二十一ヵ条要求の
うち山東半島の利権返還などに応じた。

現代 東アジア

問題

解答例

2008 津田塾大学国際 3-2 2



新文化運動の主張

雑誌『青年雑誌』（『新青年』）が掲げた主要な主張を２行でしるせ。

欧米の思想潮流を紹介し、「民主と科学」を旗印とした。伝統的な儒学道徳を批判し、白
話運動を通じた文学革命を主導した。

現代 東アジア

問題

解答例

2007 立教大学/法・経済他 2 C4

西安事件

第二次国共合作が成立するきっかけとなった出来事が1936年に起きた。この出来事の経過を２行でしるせ。

共産党攻撃を督促する蔣介石が、西安で張学良のクーデタにより幽閉され、共産党の周恩
来らとの交渉を経て国共内戦が停止された。

現代 東アジア

問題

解答例

2008 立教大学/文学 2 B5

日中戦争と国民党

1937年に日中戦争が始まると，国民党政府はどのようにして日本軍に対する抗戦を続けたか，60字以内で述べ
よ。

第二次国共合作を行って抗日民族統一戦線を結成し，首都を南京から内陸の武漢・重慶へ
と移動して抵抗を継続した。

現代 東アジア

問題

解答例

2010 埼玉大学 1 4



共産党と国民党の関係

共産党は1921年に結成され，1931年には江西省の瑞金に中華ソヴィエト共和国臨時政府を擁立するにいたった。
この間の共産党と国民党との関係の変遷を，60字程度で簡潔に説明しなさい。

第一次国共合作が成立し，北伐が行われたが，1927年の上海クーデタによって国共合作
は崩壊し，両党は提携から敵対関係に入った。

現代 東アジア

問題

解答例

2012 北海道大学 2 08

第一次国共合作

1924年に中国共産党と国民党のあいだで成立した第一次国共合作において，国民党がとった方針について，80字
以内で説明せよ。

「連ソ・容共・扶助工農」を唱えてコミンテルンと提携し，国民党を改組して共産党員が
個人の資格で入党することを認め，軍閥や帝国主義勢力の打倒と中国と統一をめざした。

現代 東アジア

問題

解答例

2008 新潟大学 2 2

第一次世界大戦が中国に及ぼした影響

第一次世界大戦が中国に及ぼした経済的・社会的影響について，80字以内で説明しなさい。

ヨーロッパ列強資本の後退で，紡績業を中心に民族資本が成長し，都市市民や労働者も増
加した。ウィルソンの十四カ条原則などで，民族自決の機運が中国においても高まった。
（80字）

現代 東アジア

問題

解答例

2013 首都大学東京 4 02



中華民国と日本の対立

中華民国は第一次世界大戦に参戦し，戦勝国となったが，それは結果的に日本との摩擦を浮き彫りにした。「ド
イツ」という語句を用い，90字程度でこれを説明しなさい。

戦勝国としてパリ講和会議に出席し，日本の二十一か条要求の撤廃と山東のドイツ権益変
換を要求した。しかし，列国が中華民国の要求を退けたため，国内で排日を掲げる五・四
運動が起こった。

現代 東アジア

問題

解答例

2012 北海道大学 2 07

日本の国際連盟脱退

９月18日夜，警戒の任にあった河本中尉および兵卒６名が，奉天（今の瀋陽）北方の南満州鉄道線路沿いにて防
御演習を行っていた最中に爆音を聞き，爆破地点に行ってみると下り線軌道片側の一部分が爆破されているのを
発見した。
上の文章は中国の訴えに基づいて，ある組織から派遣された調査団の報告の一部分である。後に日本はこの組織
を脱退するに到るが，その経緯を100字以内で答えよ。（一部文章改変）

日本は柳条湖事件から満州事変を起こし，満洲を占領した。これに対し中華民国が国際連
盟に訴えたためリットン調査団が派遣された。日本は満州国を建国・承認したが，国際連
盟が満州国承認を拒否したため，脱退した。

現代 東アジア

問題

解答例

2002 東京学芸大学 4

第２次国共合作の成立

第２次国共合作の成立に至る経過を八・一宣言以降について説明しなさい。

1935年に共産党が八・一宣言で内戦停止を訴えると，その影響を受けた張学良が，1936
年に西安事件で蔣介石に反日統一戦線を同意させた。1937年に盧溝橋事件から日中戦争
が始まると，第２次国共合作が成立した。

現代 東アジア

問題

解答例

2010 慶應義塾大学/経済 2 10-2



「大アジア主義」と日本

孫文は死去する前に日本の神戸に立ち寄り，「大アジア主義」と題して演説を行ったが，その中で孫文が日本に
求めたことを述べよ。（120字程度）

日本が，欧米の文化を導入しながらも，アジアの文化を本質に持っていることを述べたう
えで，日本が欧米列強のような帝国主義的立場をとることなく，欧米列強の侵略に苦しむ
アジア諸民族の牙城となり，解放運動を対等な立場で提携しつつ進めることを，訴えた。
（120字）

現代 東アジア

問題

解答例

2007 愛知教育大学 3 14

第一次世界大戦が中国に及ぼした影響

新文化運動について，以下の語句をすべて用いて，120字以内で説明しなさい。語句を使用する際には下線を引く
こと。
〔語句〕『阿Q正伝』　　胡適　　ロシア革命　　『新青年』

陳独秀が雑誌『新青年』を発行し，「民主と科学」を標語に欧米思想を紹介して旧来の儒
教思想と家族道徳を批判した。ロシア革命の影響を受けた李大釗はマルクス主義を紹介し
た。胡適は口語による白話文学を提唱し，魯迅は『阿Q正伝』など白話文学を実践した。

現代 東アジア

問題

解答例

2013 首都大学東京 4 04



日本の国際連盟脱退

20世紀の戦争と平和に関する以下の(A)～（C）の文を読み，設問(1)～(9)に答えよ。
(A)20世紀前半には，国際平和の確立や新しい国際秩序のための原則が，欧米諸国によって表明された。次のａ～
ｃは，それに関連する宣言や条約の抜粋である。
a.「すべての国家に政治的独立と領土保全を相互に保障する目的で，全般的な諸国家の①連合組織が結成されなけ
ればならない」

問(1)日本は下線部①の連合組織に参加し，後に脱退した。脱退の経緯を２行（60字）以内で記せ。

日本は満州事変によって満州国を建国し政府が承認したが，国際連盟はリットン調査団の
報告に基づいて満州国の承認を拒絶した。（59字）

現代 欧州・東アジア

問題

解答例

2001 東京大学 2 1

1920年代のヴェトナム民族運動

次の文章は，ある朝鮮人革命家がアメリカのジャーナリストに語った話しをもとに書かれたものである。これを
読んで，下の問に答えなさい。
　全朝鮮人は右派左派共々に，中国におけるこの（革命の）高まりを己れ自身の国を解放する第一歩と考えて喜
んだ。戦闘参加を志願して真っ先に広東へ馳せ参じた人の中にさまざまな種類の朝鮮人革命家がたちがいた。
　（中略）朝鮮人は中国人にまじってあらゆる分野で活発に働いた。あるものは顧問として，あるものは黄埔軍
官学校や中山大学の教官として，あるものは革命軍の幕僚として。他のものは軍隊に入って戦った。
　（中略）今となってはあの北伐に向かう革命家たちすべてが感じていた，浮き立つ心と熱狂を思い出すことさ
え難しい。・・・華北へ，朝鮮へ，私たちの心はおどった。「故国で，満州で，二千万朝鮮人が全アジアの自由
のため武器をとって帝国主義と戦おうと待っている」と私たちは中国人に確信をもって語った
（ニム・ウェールズ『アリランの歌』，1941年，松平いを子訳）。

問２　当時広東には朝鮮人以外にもアジア全域の革命家・独立運動家が集まっていた。民族革命のための組織を
広東で結成した，アジアのある地域のこの時期の革命運動について述べなさい。（100字以内）

問２
広東ではホーチミンによりベトナム青年革命同志会が結成され，後のインドシナ共産党の
基盤となった。ベトナム国内では孫文の影響を受けたベトナム国民党が結成されたが，武
装蜂起に失敗した。

現代 東アジア・南アジア

問題

解答例

1999 一橋大学 3 2



ドイツのヴェルサイユ条約違反

1935年から1936年にかけてドイツが実行した、ヴェルサイユ条約に違反する一連の行動を簡単に説明しなさい。
（60字）

1935年に徴兵制の復活を宣言し，再軍備を開始すると，1936年には，非武装地域とされ
たラインラントに進駐した。（52字）

現代 欧州

問題

解答例

2008 津田塾大学国際 3-5 5-1

第１次五カ年計画

ソ連邦の当時の第１次５カ年計画について，ⅰ)重工業を重視した結果，工業面ではどのような問題が生じたか，
ⅱ)農業の集団化を進めようとした結果，どのような問題が生じたか，についてそれぞれ１行でしるせ。

ⅰ)軽工業が軽視され、消費財不足から国民生活が窮乏化した。
ⅱ)農民は強く反発し、富農が家畜を処分して深刻な飢餓が生じた。

現代 欧州

問題

解答例

2007 立教大学/文学 2 B5

独ソ不可侵条約

ドイツ軍のポーランド侵攻直前に，ドイツとソ連が結んだ条約の名称とその内容について60字以内で記せ。

独ソ不可侵条約。両国は，相互に不侵略を約束する一方，ポーランドの分割，ソ連のバル
ト３国併合などを秘密議定書で定めた。

現代 欧州

問題

解答例

2011 新潟大学 4 03



ソ連の第一次五カ年計画

1928年以降，ソ連で推進された社会主義建設の内容がどのようなものであったか，100字以内で説明せよ。

権力を掌握したスターリンは，ネップに代わって重工業化の推進による社会主義建設をめ
ざして第１次五カ年計画を開始した。農業においても集団化と機械化が進められ，コル
ホーズ・ソフホーズの建設が推し進められた。

現代 欧州

問題

解答例

2008 新潟大学 2 3

スペイン内乱

スペイン内乱は，第２次世界大戦の前哨戦であるともいわれている。その理由を，内乱にかかわった諸陣営を念
頭において３行以内で説明せよ。

ドイツとイタリアが反乱軍を支援して参戦し，全体主義陣営の結束を強化した。ソ連は政
府軍を支援し，英仏は不介入政策を取ったため，全体主義と共産主義と自由主義の鼎立が
明確となった。

現代 欧州

問題

解答例

1987 東京大学 3 8

スペイン内戦と諸外国の対応

スペイン内戦への諸外国の対応を90字程度で説明しなさい。

フランコ将軍率いる反乱軍に，イタリア・ドイツ・ポルトガルは直接的な軍事支援を行っ
た。ソ連と国際義勇軍は人民戦線政府を支援した。これに対しイギリスとフランスは，不
干渉政策を堅持した。

現代 欧州

問題

解答例

2013 北海道大学 3 05



イギリスのブロック経済政策

世界恐慌期に各国は自国経済の建て直しに総力をあげた。この時期経済建て直しのためにイギリスがとったブ
ロック経済の内容を90字程度で簡潔に説明しなさい。

イギリス連邦の自治領や植民地と特恵関税を結び，対外的には排他的高関税を設定した。
金本位制から離脱し，為替を管理してポンドによる通貨圏を構築し，国際貿易から経済圏
を隔離しようとした。

現代 欧州

問題

解答例

2003 北海道大学 3

ニューディール政策の特徴

1930年代にアメリカの大統領フランクリン=ルーズヴェルトはニューディール政策と呼ばれる経済政策を実行し
た。この政策はいかなる経済状況に対処しようとしたものか。またこの政策はそれまでの資本主義の経済原則と
どのような相違点があるか。70字程度で簡潔に説明せよ。

大恐慌に対処した。従来の資本主義は自由放任を原則とし，政府の関与を否定したが，
ニューディールは受給調整など一定限度内で政府の関与を行った。

現代 北米

問題

解答例

1996 北海道大学 4 3

世界恐慌に対する合衆国の国内経済政策

恐慌がもたらした諸問題に対処するために，図に示された期間内［注：1928~38］に，上の図のｃの国［注：ア
メリカ］がとった国内経済政策について説明しなさい。説明の際には次の［語群］の中から３つの語を選んで使
用しなさい。（90字程度）

農業調整法や全国産業復興法を制定して供給量を抑え，ワグナー法などによる労働者保護
で需要の増大を図り，TVAによる公共事業で失業者を吸収した。金本位制を停止して国内
産業を保護した。

現代 北米

問題

解答例

2011 慶應義塾大学/経済 3 11



全国産業復興法

全国産業復興法（NIRA）の内容と意義について100字以内で説明せよ。なお，句読点・算用数字も１字と数え
る。

企業間のカルテルを承認し，生産調整を指導するなど資本主義の限度内で国家が経済に介
入する修正資本主義を導入した。また労働者の団結権と団体交渉権を認め，ワグナー法で
確定する労働者の権利保護に道を開いた。

現代 北米

問題

解答例

2006 早稲田大学/商 4

善隣外交

善隣外交政策の内容を説明しなさい。（60字程度）

フィリピンに対して10年後の独立を約束したほか、キューバに対してプラット条項を廃止
して完全な独立を認めた。

現代 北米・中南米

問題

解答例

2007 津田塾大学英文 4 2C

ドイツの合衆国宣戦と日米開戦

1941年12月11日のヒトラーの演説

そして，このヨーロッパから，単に他の大陸への入植が行われるだけではなく，真理を否認することなく探求し
ようという気のある人々にだけ意識される精神的・文化的受精が行われるのである。

この演説がなされた日付に注意し，ヒトラーがこの部分で，何を根拠にしてどのような対外政策上の決定を正当
化しようとしたか，２行でしるせ。

ゲルマン民族を、ギリシア・ローマ文化の継承者、ヨーロッパ世界の発展・拡大を担うも
のと位置づけ、独ソ戦の開始を正当化した。

現代 欧州・北米・東アジア

問題

解答例

2007 立教大学/全学 1 2



石油危機

1971～75年の時期の４年目に日本・アメリカ・イギリスの３カ国の実質GDPの成長がマイナスになっているが，
これはその前年に起こった出来事の影響である。この出来事の経緯を説明しなさい。（60～70字程度）

中東諸国とイスラエルとの間に第４次中東戦争が勃発すると，アラブ石油国機構は石油戦
略を発動し，石油輸出国機構が石油値上げを断行した。

現代 西アジア

問題

解答例

2012 慶應義塾大学/経済 4 21

マーシャル=プランへのソ連の対抗

マーシャル=プランに対するソ連の対抗措置はどのようなものであったか，50字以内（句読点等を含む）で述べ
よ。

情報共有を名目にコミンフォルムを結成し，各国共産党への統制を強化して東側陣営の結
束を図った。（46字）

現代 欧州

問題

解答例

2009 東京学芸大学 4 06

コミンフォルム

コミンフォルムとはどのようなものであったか，簡潔に説明しなさい。
（60字程度）

封じ込め政策に対抗し，情報交換を名目にソ連共産党を中心に，東欧諸国と仏伊の共産党
で組織し，共産主義陣営の統制を強化した。

現代 欧州

問題

解答例

2010 名古屋大学 3 4



ベルリンの壁構築の理由

東ドイツ政府が1961年にベルリンの壁を築いた理由を70字程度で説明せよ。

ベルリンは東西陣営によって分割され，西ベルリンが東側地域内に残った。そのため東ド
イツの共産主義体制を嫌う人々が西ベルリン経由で亡命していた。

現代 欧州

問題

解答例

1999 北海道大学 4 1

冷戦

冷戦について100字以内で説明せよ。

第二次世界大戦後，アメリカ合衆国をはじめとする西側諸国と，ソ連をはじめとする東側
諸国が直接戦火を交えないまま激しい対立を展開した。核兵器による対峙など幾多の国際
緊張をもたらしたが，1989年に終決した。

現代 欧州

問題

解答例

2012 新潟大学 4 05

ベルリン封鎖の開始から解除までの過程

ベルリン封鎖の開始から解除に至る過程を，この間の米ソ両国の自陣営強化策を含めて説明しなさい。（90～
100字程度）

ドイツの西側管理地区での通貨改革に，ソ連が反発して西ベルリンの交通を封鎖した。西
側は空輸で対抗し，約１年で封鎖は解除されたが，その間，西側は北大西洋条約機構，東
側はコメコンを結成し，冷戦は激化した。

現代 欧州

問題

解答例

2012 慶應義塾大学/経済 4 19



ドル危機

第二次世界大戦末，連合国はブレトン＝ウッズで戦後の国際経済再建構想を協議し，ドルを機軸とする二つの国
際経済・金融組織の設立に合意した。
(a)この二つの組織の名称を記せ。
(b)国際通貨としてのドルの地位は，1960年代末から1970年代初めにかけて大きく動揺する。その背景について
２行以内（60字）で説明せよ。

(a)国際通貨基金，世界銀行
(b)ベトナム戦争の戦費などで合衆国の財政は悪化し，日本や西ドイツ工業の発展で国際収
支も赤字となり，金の流出が続いた。（56字）

現代 北米

問題

解答例

1999 東京大学 3 8

国際連合と国際連盟の平和維持機能の相違

第二次世界大戦後に設立された国際連合と第一次世界大戦後に設立された国際連盟の平和維持の機能は，どのよ
うな違いがあるか。両者の国際紛争の解決手段と設立時の構成国に言及しながら説明しなさい。（２行，60～70
程度）

国際連盟は経済制裁のみで提唱国アメリカが不参加であった。国際連合は戦勝５大国が安
全保障理事会の常任理事国を構成し，軍事制裁も可能となった。

現代 北米

問題

解答例

2011 慶應義塾大学/経済 3 12

ブレトンウッズ体制

ブレトン=ウッズ体制の内容と意義について100字以内で説明せよ。なお，句読点・算用数字も１字と数える。

自由主義陣営の各国で，金兌換を保証したアメリカドルを基軸に固定相場で通貨価値を維
持し，国際通貨基金の管理のもと，為替と貿易の安定を図る制度で，第二次世界大戦後の
世界貿易の拡大と敗戦国の復興に寄与した。

現代 北米

問題

解答例

2005 早稲田大学/商 4



ドル=ショックの内容と歴史的意義

ドル=ショックの内容と歴史的意義について，100字以内で説明せよ。なお，句読点，算用数字も１字とする。

ニクソン大統領がドルの金兌換停止を発表したことで，ドルの急激な下落が進んだ。これ
により米ドルを基軸とする固定相場制のブレトン=ウッズ体制が崩壊し，変動相場制に移
行した。

現代 北米

問題

解答例

2012 早稲田大学/商 4 14

封じ込め政策

封じ込め政策について，この政策と目的を60字以内で説明しなさい。

ソ連を中心とした共産主義勢力の拡大を防ぐため，共産圏に隣接したトルコとギリシアを
支援するトルーマンドクトリンを発した。

現代 欧州・北米

問題

解答例

2005 慶應義塾大学/商 2

マーシャル=プラン

マーシャル＝プランとはどのようなものであったか，簡潔に説明しなさい。（70字程度）

アメリカの援助によるヨーロッパ経済の復興援助計画であったが，トルーマン大統領の封
じ込め政策に利用され，共産勢力の浸透阻止を狙いとした。

現代 欧州・北米

問題

解答例

2010 名古屋大学 3 3



50年代までの米ソの核軍拡競争

米ソの核軍拡競争の推移を1949年から1950年代末までについて説明しなさい。（60～70字程度）

ソ連が原爆実験に成功すると，アメリカは水爆を開発したが，翌年ソ連も成功した。大陸
間弾道弾開発ではソ連が先行し，アメリカが追随した。

現代 欧州・北米

問題

解答例

2012 慶應義塾大学/経済 4 20

キューバ危機

キューバ危機について，概要と歴史的意義を100字以内で説明せよ。

ソ連のミサイル基地建設を発見したアメリカケネディ政権が，キューバを海上封鎖した。
フルシチョフが基地撤去に応じて危機は回避され，米ソ両国の核管理体制が構築された。
一方中ソ対立が表面化し，多極化も進んだ。

現代 欧州・北米・中南米

問題

解答例

2000 早稲田大学/商 4

平和十原則

次の文章はある国際会議の最終コミュニケの冒頭部分である。この文章を読んで，問いに答えなさい。
アジア・アフリカ会議はビルマ，セイロン，インド，（A，　　）及びパキスタンの各国首相の招請のもとに召集され，
（B，　　）年４月18日から24日まで（C，　　）で会合した。主催諸国のほか次の24カ国が会議に参加した。
1.アフガニスタン，2.カンボジア，3.中華人民共和国，4.エジプト，5.エチオピア，6.ゴールド・コースト，7.イラン，8.イラ
ク，
9.日本，10.ヨルダン，11.ラオス，12.レバノン，13.リベリア，14.リビア，15.ネパール，16.フィリピン，17.サウジアラビ
ア，18.スーダン，19.シリア，20.タイ，21.トルコ，22.ベトナム民主共和国，23.ベトナム国，24.イエメン
アジア・アフリカ会議はアジア・アフリカ諸国に共通の利害と関心のある問題を検討し，各国国民が一層十分な経済的，文化
的及び政治的協力を達成しうるための方法及び手段を討議した。
（国名は原文に基づく。また，問題作成のため文章の一部改変を行った）
問　空欄（A. 　　），（B.　　），（C.　　）に入る適当な語句を記しなさい。なお，Aには国名，Bには西暦年，Cには都市
名が入る。次に，このコミュニケのなかで宣言された内容とはどのようなものであったかを説明しなさい。（100字以内）

Aインドネシア。B1955。Cバンドン。
領土主権の尊重や内政不干渉など平和五原則を受け継ぎ，反植民地主義の立場から人種と
国家間の平等を掲げ，紛争の平和的解決や国連憲章の尊重を主張した。（72字）

現代 東アジア・西アジア・南アジア・アフリカ

問題

解答例

2010 一橋大学 3 1



第三勢力

「第三勢力」とは何か，その内容を90字以内で説明しなさい。

東西両陣営のいずれにも属さない非同盟政策をとった諸国で，第二次世界大戦後独立した
アジア・アフリカの新興国の多くが属した。冷戦体制を批判し，平和運動を支持して政治
的発言力を強めた。（89字）

現代 全地域

問題

解答例

2012 島根県立大学 12 3-3

ブレトン=ウッズ体制の内容と意義

ブレトン=ウッズ体制の内容と意義について100字以内で説明せよ。なお，句読点・算用数字も１字と数える。

金との交換が保障されたアメリカのドルを基軸通貨として，各国通貨との交換比率を固定
化し，国際通貨基金と国際復興開発銀行の設立を通して，自由貿易主義に基づく国際貿易
の安定と世界経済の発展がはかられた。(98字）

現代 全地域

問題

解答例

2012 早稲田大学/商 6 04



エジプト近現代史

インド洋世界の中心に位置するインド亜大陸は，古来，地中海から東南アジア・中国までを結ぶ東西海上交通の
結節点をなし，また，中央ユーラシアとも，南北にのびる陸のルートを通じてつながりを持ち続けてきた。以上
の背景をふまえて，次の３つの設問に答えなさい。解答にあたっては，解答欄（ロ）を用い，設問ごとに行を改
め，冒頭に(1)～(3)の番号を付して記しなさい。

問(3)　ヨーロッパ列強にとって，インドにつらなるルートの重要性が増していくなかで，ヨーロッパとインド洋
を結ぶ要衝であるエジプトは，次第に国際政治の焦点となっていった。18世紀末から20世紀中葉にいたるエジプ
トをめぐる国際関係について，以下の語句すべてを少なくとも１回用いて，４行以内で説明しなさい。

ナポレオン　　スエズ運河　　ナセル

フランスのナポレオンは英印航路遮断のためエジプトに遠征した。スエズ運河完成後，ア
ラービー運動を鎮圧したイギリスが事実上の保護国とし，独立後も英仏が運河の権益を確
保したが，ナセルの国有化宣言から第二次中東戦争となり，米ソの批判を受け撤退した。
（120字）

近代・現代 西アジア

問題

解答例

2006 東京大学 2 3

第一次中東戦争（パレスティナ戦争）

20世紀の戦争と平和に関する以下の(A)～（C）の文を読み，設問(1)～(9)に答えよ。
(B) 20世紀の西アジアの歴史をふりかえってみると，現代の中東諸国の原型は第一次世界大戦後にできあがったこ
とがわかる。しかし，戦後イギリスやフランスの委任統治下におかれたアラブ地域では，アラブ人の意志とは無
関係に将来の国境線が画定され，とりわけイギリス統治下のパレスティナには多くの④ユダヤ人が入植してアラ
ブ人の生存を脅かした。その結果として起こった⑤一連の戦争と紛争は，この地域の人々にはかりしれない打撃
を与えた。1993年９月，紛争の当事者はワシントンで⑥歴史的な協定を結んだが，中東和平への道はなお容易で
はない。
問(5)　下線部⑤の戦争のなかには，1948年５月に始まった第一次中東戦争（パレスティナ戦争）がある。この戦
争の結果どのようなことが起こったか，２行（60字）以内で説明せよ。

勝利したイスラエルはガザ地区とヨルダン川西岸を除くパレスチナを占領した。一方で土
地を奪われたパレスチナ難民が発生した。（59字）

現代 西アジア

問題

解答例

2001 東京大学 2 5



第三次中東戦争

人類の歴史において，領土およびその境界は，しばしば政治的な争いや取引の対象となってきた。そして，過去
に決められた領土や境界のあり方は，さまざまな形で現代世界の成り立ちに影を投げかけている。領土と境界の
画定をめぐる歴史上の出来事に関する以下の三つの設問に答えなさい。解答は，解答欄（ロ）を用い，設問ごと
に行を改め，冒頭に(1)～(3)の番号を付して記しなさい。

問(2)ゴラン高原をめぐるイスラエルとシリアの係争は，高原の西の境界に関する見解の不一致によっても複雑化
している。イスラエルは1923年に定められた境界を，シリアは1967年６月４日時点での実効的な境界を主張して
いる。この背景には，乾燥地帯では特に切実な水資源の奪い合いという問題もある。下線部(a)・(b)を付して答え
なさい。
(b)この翌日に勃発した戦争について，２行以内で説明しなさい。

第３次中東戦争でイスラエルが圧勝し，ガザ地区とヨルダン川西岸，エジプト領シナイ半
島とシリア領ゴラン高原を占領した。（57字）

現代 西アジア

問題

解答例

2008 東京大学 2 2b

第四次中東戦争

第４次中東戦争について，90字程度で説明せよ。

第３次中東戦争の失地回復を目指すエジプトとシリアの先制攻撃にイスラエルが反撃し，
米ソの調停によって停戦した。アラブ石油輸出国機構が石油戦略を行ったため，石油危機
が発生した。

現代 西アジア

問題

解答例

2000 北海道大学 1

プラハの春

プラハの春と呼ばれたチェコスロヴァキアの国民運動の発生から終焉までの経緯を90字程度で説明しなさい。

改革派のドプチェクが共産党第一書記に就任し，民主化と自由化を進めたが，改革の波及
を恐れたソ連がワルシャワ条約機構軍を動員して軍事介入した。ドプチェクは失脚し，改
革は圧殺された。

現代 欧州

問題

解答例

2012 北海道大学 3 04



ドルショック前のアメリカの貿易収支赤字

上の図の５の時期［注：1968~72］にアメリカの貿易収支が赤字に転落した経緯を説明しなさい。（２行，60～
70程度）

ベトナム戦争により，海外軍事支出が増大した。また日本や西ドイツの経済成長でアメリ
カの国際競争力が低下し，輸入が増大した。

現代 北米

問題

解答例

2011 慶應義塾大学/経済 3 14

ヴェトナム戦争が社会文化に与えた影響

キング牧師の演説の年から暗殺の年までにアメリカが行った戦争は，アメリカの政治・経済・社会などにきわめ
て大きな影響を与えた。そのうち社会や文化に与えた影響について具体的に説明しなさい。

戦争の賛否をめぐり，世論が２分され，国民の分裂が深刻化した。戦争反対運動は，黒人
の公民権運動と提携する一方，ヒッピー運動やロックミュージックと結合し，対抗文化を
生み出して若者文化に影響を与えた。

現代 北米

問題

解答例

2010 慶應義塾大学/経済 3 16-3

プラザ合意

図中の４の時期(1985～90）にドルの為替レートが急激に変化している理由について，当時のアメリカの経済状況
と国際的な政策協調の面から，図から読み取れることを織り込んで説明しなさい。

レーガン政権による軍事支出の増大と減税高金利政策は，財政収支と貿易収支の悪化をも
たらした。そのため，主要先進国の中央銀行総裁は，大幅なドル安に誘導するプラザ合意
を行って，危機を回避しようとした。

現代 北米

問題

解答例

2010 慶應義塾大学/経済 4 2



公民権法

公民権法の内容と意義について100字以内で説明せよ。なお，句読点・算用数字も１字とする。

黒人の市民としての権利を守るための人種差別撤廃法であると同時に，宗教・性・出身国
を理由とする差別を禁止した。アメリカ独立革命の理念である法の下の平等が，黒人も含
めて建国以来初めて達成された。

現代 北米

問題

解答例

2011 早稲田大学/商 4 14

アメリカ合衆国の対ラテンアメリカ政策

(b)1889年の第１回パン=アメリカ会議以来，ラテンアメリカはアメリカ合衆国の強い影響下にあった。そして，
1947年にはリオ協定が採択され，翌年には米州機構が結成された。

下線部(b)について，第１回パン=アメリカ会議以来アメリカ合衆国が採ってきた対ラテンアメリカ政策は，第二
次世界大戦終結の前後では目的が異なっていた。どのように異なっていたか，リオ協定の内容にふれつつ，80字
以内で述べなさい。

終結前は善隣外交で軍事的干渉を緩和し，ドル=ブロックへの参加を求めたが，終結後は
冷戦下の反共産主義政策の下，共同防衛条約を結び，自由主義陣営への帰属を強制した。
（80字）

現代 北米・中南米

問題

解答例

2008 慶應義塾大学/商 2

キューバ革命政府の政策

キューバ革命について，(ア)同革命の指導者の名前(１人)を答えるとともに，(イ)革命政府の政策を60字以内で簡
潔に説明しなさい。

（ア）カストロ。（ゲバラも可）
（イ）土地改革や外国資本の接収を進めた。社会主義を宣言してソ連と提携し，世界各地
の革命運動を支援した。

現代 中南米

問題

解答例

2008 北海道大学 4 4



アメリカのヴェトナム介入

ヴェトナム戦争の推進がアメリカの社会と経済に与えた影響を60字程度で説明しなさい。

若者を中心に反戦運動が激化する一方で，膨大な戦費により経常収支が悪化し，ニクソン
大統領が金・ドル交換を停止した。

現代 北米・南アジア

問題

解答例

2012 北海道大学 3 03

アパルトヘイトの終焉

南アフリカ共和国における1980年代末からマンデラ大統領誕生までの経緯を120字程度で説明しなさい。

冷戦の終結を背景に南アフリカでは1980年代末にデクラーク政権がアパルトヘイトの見
直しを宣言し，1991年にはアパルトヘイト諸法を撤廃した。抵抗運動のアフリカ民族会
議の議長であったマンデラも釈放され，平等選挙の下で行われた大統領選挙で勝利した。

現代 アフリカ

問題

解答例

2010 北海道大学 3 7

スエズ戦争と国連総会決議

スエズ戦争について国際連合の場では、11月２日、緊急特別総合で即時停戦決議が採択された

下線部について，国際連合において、世界の平和と安全の維持を任務とするべき安全保障理事会ではなくて、総
会でこの決議がなされたのは、なぜですか。（50字程度）

この戦争に関与したイギリスとフランスが、国際連合内の安全保障理事会における常任理
事国であったため。

現代 全地域

問題

解答例

2007 津田塾大学国際 4



インドシナ戦争

ジュネーヴ休戦協定に関して，その内容について60字以内で記しなさい。

北緯17度線をベトナム民主共和国とベトナム国の暫定軍事境界線としつつ、２年後に南北
統一選挙を実施することが約束された。

現代 南アジア

問題

解答例

2013 福井大学 2 03

平和五原則

平和五原則に関して，その内容を60字以内で書きなさい。

平和共存、内政不干渉、領土保全と主権の尊重、対外不可侵、平等および互恵という五つ
の原則で、相互に平和を約束した。

現代 南アジア

問題

解答例

2013 福井大学 2 03

ＡＳＥＡＮの性格の変容

ASEANの当初の加盟国はわずか５カ国であったが，1990年代後半になると社会主義国のベトナム・ラオス，軍事
独裁の続くビルマ，内戦を経て立憲君主制となったカンボジアも相次いで加盟し，いわゆるASEAN10が実現し
た。この加盟国の増加は，ASEANの性格がどのように変容したことを表しているか，東西冷戦と関連付けて80字
以内で記しなさい(句読点も含む)。

ASEAN結成時は合衆国がベトナムに北爆を開始した時期で反共的性格が強かった。しか
し、非核化の動きや冷戦の終結を背景に中立的な地域協力機構としての性格を強めた。
（80字）

現代 南アジア

問題

解答例

2008 中央大学（経済2） 2 02



ベトナムの独立と南北分断

ベトナム民主共和国の独立宣言から、ベトナムが南北にわかれるまでの経緯を100字以内で説明しなさい。その
際、以下の語句を必ず使用し、用いた箇所すべてに下線を引きなさい。
インドシナ戦争　　軍事境界線　　フランス

北部で独立したベトナム民主共和国に対し、フランスはインドシナ戦争を開始し、南部に
ベトナム国を建国した。しかしディエンビエンフーの戦いに敗北し、ジュネーヴ休戦協定
で北緯17度を軍事境界線として撤退した。

現代 南アジア

問題

解答例

2013 東京外国語大学 2

ヴェトナム戦争の経緯

(B)テト(旧正月)に大攻勢をかけ、合衆国に北爆を停止させるなど戦争の行方に決定的な影響を与えた。

テト攻勢以降、南北ヴェトナム統一に至る経緯について簡潔に記しなさい。（100字以内）

合衆国は1973年のパリ和平会議で撤退した。1975年にヴェトナム民主共和国と南ヴェト
ナム解放戦線がサイゴンを陥落させてヴェトナム共和国は消滅し、1976年南北を統一し
てヴェトナム社会主義共和国が成立した。

現代 北米・南アジア

問題

解答例

2008 津田塾大学英文 3 2B



ヴェトナム戦争への合衆国の関与

Ｆ戦後の西側諸国の経済復興と成長の枠組みであった（f ＩＭＦ）体制が（ｇ　ニクソン大統領の新経済政策）を
きっかけに大きく変質した。
下線部Ｆに関して，アメリカが(g)のような政策をとることになった背景には，下の図に示された期間中にアメリ
カがアジアで関与した戦争とアメリカの経済状況とがある。このことについて，次の(1),(2)に答えなさい。
(1)この戦争へのアメリカの関与の経過を1960年代以降について説明しなさい。

南ヴェトナム解放民族戦線との内戦が激化すると，ケネディ政権は軍事顧問団を派遣して
南ヴェトナム政府側を支援した。ジョンソン政権は北ヴェトナムに対する北爆を開始し，
地上軍も派遣して戦争を本格化させたが，ニクソン政権はパリ和平協定で撤退した。
（118字）

現代 北米・南アジア

問題

解答例

2007 慶應義塾大学/経済 4 22-1

アメリカのヴェトナム介入

1954 年のジュネーヴ休戦協定以降，アメリカがヴェトナムに深く関与していった経緯を「ゴ=ディン=ジエム」
と「南ヴェトナム解放民族戦線」の2 つの語句を用いて120字程度で説明しなさい。

アメリカは1956年にゴ=ディン=ジエムのヴェトナム共和国樹立を支援した。1960年に南
ヴェトナム解放民族戦線が結成され，ヴェトナム民主共和高と連携してゲリラ戦を展開す
ると，アメリカはこれを共産主義勢力の侵略とみなして軍事援助を本格化させた。

現代 北米・南アジア

問題

解答例

2012 北海道大学 3 01

アメリカのヴェトナム介入

1954 年のジュネーヴ休戦協定以降，アメリカがヴェトナムに深く関与していった経緯を「ゴ=ディン=ジエム」
と「南ヴェトナム解放民族戦線」の2 つの語句を用いて120字程度で説明しなさい。

アメリカは1956年にゴ=ディン=ジエムのヴェトナム共和国樹立を支援した。1960年に南
ヴェトナム解放民族戦線が結成され，ヴェトナム民主共和高と連携してゲリラ戦を展開す
ると，アメリカはこれを共産主義勢力の侵略とみなして軍事援助を本格化させた。

現代 北米・南アジア

問題

解答例

2012 北海道大学 3 03



国共内戦

日中戦争後の国民党の政府との内戦では，共産党は当初劣勢であったが次第に攻勢に転じた。内戦で共産党を勝
利に導いた要因について，60字以内で説明しなさい。

国民党が腐敗と経済混乱で支持を失う一方，共産党は支配地域で地主の土地を農民に分配
し，新民主主義で他派との協調を訴えた。（59字）

現代 東アジア

問題

解答例

2010 首都大学東京 4 02

大躍進

1949年に建国を成し遂げた中国では，1950年代半ば以降，社会主義建設が急進化し，1958年に「大躍進」運動
が起こった。しかし，「大躍進」運動は失敗し，1959年には毛沢東にかわって劉少奇が国家主席に就任した。
問　下線部に関連して，「大躍進」運動の内容と結果について，60字以内で記述しなさい。

農業の集団化のために人民公社が設立され，急速な工業化も図られた。しかし民衆を動員
した改革は失敗し，経済は混乱した。

現代 東アジア

問題

解答例

2012 島根県立大学 12 3-4

第二次世界大戦後の中国とインド

中華人民共和国成立以後のチベット仏教をめぐる中国とインドとの政治関係について100字以内（句読点を含む）
で述べよ。

インドは中国のチベット領有を認めて国境を協議し，その際平和五原則を発表した。しか
し，チベット仏教徒の反乱が勃発し，その総帥ダライ=ラマの亡命をインドが認めると，
国境問題が再燃し，軍事衝突に至った。

現代 東アジア・南アジア

問題

解答例

2002 東京学芸大学 2


