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地理歴史・公民 （Ｒ）

開始の合図があるまで開かないでください

（国語は別冊子（Ｒ）になります）

1． 監督の指示により，解答用紙に受験番号（算用数字），氏名，フリガナ，解

答する科目を記入し，受験番号，該当する試験日，解答する科目をマークし

てください。記入については解答用紙の注意事項に従ってください。

2． 問題冊子の解答番号と解答用紙の番号を間違えないように注意してください。

3． 科目およびページは，次のとおりです。試験開始の合図があったら，まず受

験する科目のページ数を確認してください。

科　目 ペ ー ジ

日　本　史 2～12

世　界　史 14～28

地　　　理 30～44

政治・経済 46～58

4． 受験票を試験時間中は，机上の受験番号の下に呈示しておいてください。

5． 質問，その他用件があるときは，手を上げて合図してください。

6． 試験時間中の退場は認めません。

7． 試験時間は地理歴史・公民と国語で80分です。

8． この問題冊子は持ち帰ってください。

令和 4年度入学試験問題
受験上の注意
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次の文章は，19世紀のイギリスで書かれた請願書の一部である。これを読み，

下記の問 1～問10に答えなさい。解答番号は 51 ～ 60

女性が⒜参政権から排除されていることは，参政権がすべての男性に広く開かれ

ていく度合に応じて，より大きな罪となり，より大きな権利の剥奪となっている。

片方の性がいわば⒝貴族として，特権を与えられた唯一の階級となっているがゆえ

に，参政権から排除された側の性の⒞隷従はより明確で完全なものとなっているの

である。

参政権を与えることが何の益にもならないという考えは浅薄な謬
びゅう

論
ろん

である。女

性に対してなされるべき最良のことは，また他のことがらの準備ともなるものであ

るが，女性を市民として――すなわち，共同体の成員の所有に帰する単なるモノと

してではなく，共同体の独立した成員として――認めることである。⒟イングラン

ドにおける現代の視野の狭さの一面は，制度の精神が生み出す間接的な効果に気づ

かないでいることである。そのため，市民であるという事実が一人の人間の一生に

及ぼす影響の大きさが，全く感じとられずにいる。〔中略〕

一人の人間の⒠言論の自由が他の者の言論の自由に埋没してしまわなければなら

ず，彼ら〔結婚している男女〕が喧
けん

嘩
か

をせずに選挙でそれぞれ異なる投票行動をす

ることなどできない，と考えることは，結婚を揶
や

揄
ゆ

し馬鹿にする態度である。現在

においては，男女を問わずすべての人が精神的に自立する資格をそなえており，結

婚も他の制度と同様にこの必然にそっていく必要がある。

⒡現に女王はきわめて良心的に振舞い行動しているが，女王としてのすべての行

動において彼女は夫の意見をいちいち聞き，それに従っているだろうか。女王の例

は，結婚している男女がそれぞれ異なる意見を持ち，異なる行動をする自由を行使

している例だとは言えないだろうか。

⒢税を支払う者は皆代表を選ぶ権利を持つという原則からすれば，自分の資産を

持つ者なら独身女性のみならず既婚女性でも投票権を持つことになる。

したがって，女性は資産を持つことを許されないか，資産を保有することに伴う

あらゆる権利を持つか，のいずれかということになるのである。

 （歴史学研究会編『世界史史料 6』より。表記を改めたところがある。）

〔Ⅰ〕

世 界 史



15

問 1　この請願書を書いた人物について述べた次の文中の ア ・ イ に入る

人名の組み合わせとして最も適切なものを，下記の①～⑥から一つ選び，その番号

をマークしなさい。 51

この請願書を書いた ア は，「最大多数の最大幸福」の実現をめざす功

利主義を説いた イ の影響を受けつつ，幸福の質的差違を認め， イ

の功利主義を修正した人物である。

①　ア：オランプ=ド=グージュ　　　　イ：ベンサム

②　ア：オランプ=ド=グージュ　　　　イ：マルクス

③　ア：オランプ=ド=グージュ　　　　イ：マルサス

④　ア：ジョン=ステュアート=ミル　　イ：ベンサム

⑤　ア：ジョン=ステュアート=ミル　　イ：マルクス

⑥　ア：ジョン=ステュアート=ミル　　イ：マルサス

問 2　この請願書が書かれたのは，1866年である。同年，プロイセンとオーストリア

の間で普墺戦争がおこった。この戦争について述べた次の文ａ・ｂの正誤を判断し，

下記の指示に従って，その番号をマークしなさい。 52

ａ　南ドイツの諸邦はオーストリア側について戦った。

ｂ　オーストリアを破ったプロイセンは，翌年，ドイツ連邦を結成した。

ａとｂがともに正しい場合は……①をマーク

ａとｂがともに誤りの場合は……②をマーク

ａが正しくｂが誤りの場合は……③をマーク

ａが誤りでｂが正しい場合は……④をマーク
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問 3　下線部⒜に関連し，選挙や参政権について述べた文として波線部の記述が誤っ

ているものを，次の①～⑤から一つ選び，その番号をマークしなさい。 53

①　前 6世紀初頭のソロンの改革により，財産額に応じて市民に参政権が認められ

た。

②　14世紀半ばに発布された金印勅書で， 7人の選帝侯に神聖ローマ皇帝の選出権

が認められた。

③　ポーランドで16世紀後半に，国会が国王を選挙する選挙王制が導入された。

④　チャーティスト運動により19世紀前半に，都市の労働者に選挙権が与えられた。

⑤　20世紀前半のヴァイマル憲法で，成年男女に普通選挙権が認められた。

問 4　下線部⒝に関連し，次に述べた文①～⑤から誤っているものを一つ選び，その

番号をマークしなさい。 54

①　古代ギリシアの多くのポリスでは，当初，貴族政がおこなわれた。

②　古代ローマの貴族はパトリキと呼ばれ，当初，主要な公職を独占した。

③　イギリスの二院制議会では，貴族は上院を構成する。

④　フランス王権に対して，貴族と高等法院はフロンドの乱をおこした。

⑤　フランスの旧制度（アンシャン=レジーム）では，貴族は第一身分であった。

問 5　下線部⒞に関連し，奴隷や農奴について述べた文として正しいものを，次の①

～⑤から一つ選び，その番号をマークしなさい。 55

①　古代ギリシアで，剣闘士スパルタクスに率いられた奴隷が大反乱をおこした。

②　ヨーロッパ商人による奴隷貿易では，おもにアフリカ東岸の黒人が奴隷として

アメリカ大陸やカリブ地域へと売られた。

③　奴隷解放宣言により黒人奴隷は解放されたが，経済的には地主に隷属し続けた

者が多かった。

④　ロシアでは，エカチェリーナ 2世が農奴解放令を出した。

⑤　オーストリアでは，フランツ=ヨーゼフ 1世が農奴解放令を出した。
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問 6　下線部⒟に関連し，イングランドもしくはイギリスについて述べた次の文ａ～

ｃが年代の古い順に正しく並べてあるものを，下記の①～⑥から一つ選び，その番

号をマークしなさい。 56

ａ　アイルランドを正式に併合した。

ｂ　スコットランドを合併した。

ｃ　ピルグリム=ファーザーズ（巡礼始祖）を乗せたメイフラワー号が出航した。

①　ａ→ｂ→ｃ　　②　ａ→ｃ→ｂ　　③　ｂ→ａ→ｃ

④　ｂ→ｃ→ａ　　⑤　ｃ→ａ→ｂ　　⑥　ｃ→ｂ→ａ

問 7　下線部⒠に関連して述べた次の文中の ウ ・ エ に入る国王名と語の

組み合わせとして最も適切なものを，下記の①～⑥から一つ選び，その番号をマー

クしなさい。 57

イギリス議会は，1689年に ウ に対し，立法・課税・軍事・言論の自

由・王位継承に関して議会主権を明確にする宣言を出し，その内容を エ

として制定した。

①　ウ：アン女王　　　　　　　　　　　エ：権利の章典

②　ウ：アン女王　　　　　　　　　　　エ：大憲章（マグナ=カルタ）

③　ウ：ウィリアム 3世とメアリ 2世　　エ：権利の章典

④　ウ：ウィリアム 3世とメアリ 2世　　エ：大憲章（マグナ=カルタ）

⑤　ウ：ジョン王　　　　　　　　　　　エ：権利の章典

⑥　ウ：ジョン王　　　　　　　　　　　エ：大憲章（マグナ=カルタ）
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問 8　下線部⒡は，19世紀のイギリスの女王のことである。この女王とその在位中の

出来事について述べた文として誤っているものを，次の①～⑤から一つ選び，その

番号をマークしなさい。 58

①　ロンドンで第 1回万国博覧会が開催された。

②　アイルランド自治法が成立した。

③　自由党と保守党の二大政党が交代して政権を担当した。

④　この女王が皇帝に即位し，インド帝国が成立した。

⑤　この女王の名は，ヴィクトリアである。

問 9　下線部⒢に関連し，次に述べた文ａ・ｂの正誤を判断し，問 2の指示に従って，

その番号をマークしなさい。 59

ａ　ドイツ関税同盟は，オーストリアを除くドイツ地域の経済的統一を達成した。

ｂ　第二次世界大戦後，関税などの貿易障壁の撤廃を促す「関税と貿易に関する一

般協定（GATT）」が成立した。

問10　この請願書の主旨として最も適切なものを，次の①～⑤から一つ選び，その番

号をマークしなさい。 60

①　女性に参政権を与える前に，すべての男性に参政権を与えねばならない。

②　参政権を得た女性を，市民として認めなければならない。

③　女性は，資産を持たないか，資産を保有してあらゆる権利を持つか，いずれか

を選択せねばならない。

④　結婚は，一人の人間の言論の自由を他の者の言論の自由に埋没させてしまう。

⑤　独身女性のみならず既婚女性も，税を支払うのであれば，参政権から排除され

てはならない。
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中華人民共和国の首都・北京市の歴史について述べたＡ～Ｄの文章について，

下記の問 1～問15に答えなさい。解答番号は 61 ～ 75

Ａ　現在の北京市を含む地域一帯は，かつて「燕
エン

」と呼ばれた。古代中国のこの一帯に

あった燕国は，周の武王の弟である召公が封
ほう

ぜられたことに始まるといわれる。⒜戦

国時代に燕は「戦国の七雄」の一つとなったが，前222年，秦に滅ぼされた。

南北朝を統一した隋のとき，燕には涿
タク

郡が置かれた。黄河と涿郡とを結ぶ運河を開

通させた第 2代皇帝煬帝がおこした ア 遠征の際には，涿郡は軍事の中継基地と

して重要な位置にあった。

唐になると，涿郡は幽州もしくは范
ハン

陽
ヨウ

とも称されたが， 8世紀前半，皇帝 イ

は范陽をはじめとする辺境の要衝に10の節度使を設置した。⒝755年，范陽節度使で

あった安禄山が反乱をおこしたが，反乱軍が都の長安にせまると イ は長安を脱

出して四川に落ちのびた。

問 1　下線部⒜について述べた次の文ａ～ｅには正しいものが二つある。その組み合

わせとして最も適切なものを，下記の①～⑩から一つ選び，その番号をマークしな

さい。 61

ａ　青銅器は，この時代に初めて使われた。

ｂ　斉は「戦国の七雄」の一つである。

ｃ　蘇秦が合従策を説いて，秦に対抗した。

ｄ　この時代の後期に周は都を洛邑に遷した。

ｅ　この時代に五銖銭が発行された。

①　ａとｂ　　②　ａとｃ　　③　ａとｄ　　④　ａとｅ　　⑤　ｂとｃ

⑥　ｂとｄ　　⑦　ｂとｅ　　⑧　ｃとｄ　　⑨　ｃとｅ　　⑩　ｄとｅ

〔Ⅱ〕
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問 2　 ア ・ イ に入る語の組み合わせとして最も適切なものを，次の①～

⑨から一つ選び，その番号をマークしなさい。 62

①　ア：新羅　　　イ：文帝　　　　②　ア：新羅　　　イ：玄宗

③　ア：新羅　　　イ：武帝　　　　④　ア：高句麗　　イ：文帝

⑤　ア：高句麗　　イ：玄宗　　　　⑥　ア：高句麗　　イ：武帝

⑦　ア：渤海　　　イ：文帝　　　　⑧　ア：渤海　　　イ：玄宗

⑨　ア：渤海　　　イ：武帝

問 3　下線部⒝の事件後の唐に関連する出来事について，次の文ａ～ｃが年代の古い

順に正しく並べてあるものを，下記の①～⑥から一つ選び，その番号をマークしな

さい。 63

ａ　日本は，唐に使者（遣唐使）を派遣することを停止した。

ｂ　黄巣の乱がおこった。

ｃ　両税法が始まった。

①　ａ→ｂ→ｃ　　②　ａ→ｃ→ｂ　　③　ｂ→ａ→ｃ

④　ｂ→ｃ→ａ　　⑤　ｃ→ａ→ｂ　　⑥　ｃ→ｂ→ａ
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Ｂ　907年， ウ が唐を滅ぼし後梁をたてると，それを認めない各地の勢力は自立

して分裂時代となった（五代十国時代）。その頃，中国の北では エ が国をたて

（契丹・遼），強大化しつつあった。契丹は，五代王朝の一つである後晋の建国を援

助し，⒞その代償として燕（燕州）を含む地域を手に入れた。

12世紀前半に契丹を滅ぼした金は，一時燕に遷都してここを「中都」としたが，そ

の金も13世紀前半にモンゴル帝国によって滅ぼされた。チンギス=ハンの孫のフビラ

イは，中都に隣接した地に新たに都城を建設して「大都」とし，さらに⒟国号も中国

風に元と称した。

問 4　 ウ ・ エ に入る人名の組み合わせとして最も適切なものを，次の①

～⑥から一つ選び，その番号をマークしなさい。 64

①　ウ：王建　　　エ：完顔阿骨打　　　　②　ウ：朱全忠　　エ：完顔阿骨打

③　ウ：趙匡胤　　エ：完顔阿骨打　　　　④　ウ：王建　　　エ：耶律阿保機

⑤　ウ：朱全忠　　エ：耶律阿保機　　　　⑥　ウ：趙匡胤　　エ：耶律阿保機

問 5　下線部⒞に関連し，次に述べた文①～⑤から正しいものを一つ選び，その番号

をマークしなさい。 65

①　契丹が手に入れた地域には燕（燕州）を含む16の州があった。

②　契丹は燕（燕州）にジャムチ（駅伝制）を導入した。

③　契丹は燕（燕州）の統治に猛安・謀克制を導入した。

④　契丹は1004年，燕（燕州）において宋（北宋）と盟約を結んだ。

⑤　修道士のルブルックは契丹の支配下にあった燕（燕州）を訪問した。
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問 6　下線部⒟の元代について述べた次の文ａ～ｅには誤っているものが二つある。

その組み合わせとして最も適切なものを，問 1の①～⑩から一つ選び，その番号を

マークしなさい。 66

ａ　13世紀末の大都にプラノ=カルピニが来訪した。

ｂ　元曲の代表作の一つに『西廂記』がある。

ｃ　大越国（陳朝）は，モンゴルおよび元の侵攻を 3度にわたって退けた。

ｄ　徐光啓がイスラーム天文学に基づき授時暦を作成した。

ｅ　モンゴル貴族によるチベット仏教への過度の寄進が元末の財政破綻の一因と

なった。
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Ｃ　1368年に金陵（のちの南京）で即位し明をたてた朱元璋（洪武帝）は，軍を派遣し

て大都を手に入れ，元の勢力は長城外に退去した。洪武帝はやがて，大都のあった地

（北平）に子の朱
シュ

棣
テイ

を封じて「燕王」とした。

洪武帝の死後の皇位継承事件である オ を経て，⒠1402年金陵で即位した燕王

（永楽帝）は北平を北京，金陵を南京とそれぞれ改称し，やがて北京に遷都した。

明は万暦年間以降になると，中央政界では政治的対立がおこり，また地方でも重税

や自然災害に苦しむ民衆が反乱をおこした。陝
せん

西
せい

地方で挙兵した カ は西安（い

まの西安市）で国をたて，1644年，北京を攻略して明を滅亡させた。

これより以前，中国東北地方にはヌルハチ（太祖）が自立して後金（アイシン）を

建国し，その子のホンタイジ（太宗）は国号を清と改めた。明が滅ぼされると，清は

投降してきた明の武将らに先導させ， カ が放棄した北京に入城してここを占領

した。その後⒡北京に遷都した清は，徐々に中国全土への支配権を拡大していった。

問 7　 オ ・ カ に入る語の組み合わせとして最も適切なものを，次の①～

⑨から一つ選び，その番号をマークしなさい。 67

①　オ：永嘉の乱　　カ：李元昊　　　　②　オ：永嘉の乱　　カ：李自成

③　オ：永嘉の乱　　カ：李鴻章　　　　④　オ：靖康の変　　カ：李元昊

⑤　オ：靖康の変　　カ：李自成　　　　⑥　オ：靖康の変　　カ：李鴻章

⑦　オ：靖難の役　　カ：李元昊　　　　⑧　オ：靖難の役　　カ：李自成

⑨　オ：靖難の役　　カ：李鴻章
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問 8　下線部⒠が在位した15世紀の世界の出来事に該当するものを，次の①～⑥から

一つ選び，その番号をマークしなさい。 68

①　スペイン王国がレコンキスタを完了させた。

②　ルターが「九十五カ条の論題」を発表した。

③　ヨーロッパで価格革命がおきた。

④　ポルトガルがマラッカを占領した。

⑤　ティムールがサマルカンドに王朝をたてた。

⑥　オスマン帝国がレパントの海戦で敗れた。

問 9　下線部⒡に関連する出来事について，次の文ａ～ｃが年代の古い順に正しく並

べてあるものを，問 3の①～⑥から一つ選び，その番号をマークしなさい。 

69

ａ　軍機処が設置された。

ｂ　台湾を清の領土に編入した。

ｃ　三藩の乱がおこった。
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Ｄ　⒢1856年，広州でアロー号事件がおきたのを口実に，イギリスはフランスと共同出

兵した（アロー戦争）。英・仏軍が天津に迫ると⒣清は1858年，両国と天津条約を結

んだ。しかし，清は批准書交換の使節の入城を拒んだため，英・仏軍は北京を占領し

た。⒤円明園が焼失したのはこのときである。 キ の調停により，⒥清は英・仏

との間に北京条約を結んだ。

宗教的武術集団である⒦義和団はスローガンを掲げ，1900年，北京に入りキリスト

教会を破壊し宣教師や信徒を排撃し，外交官を殺害した。清は義和団の行動を利用し

て各国に宣戦布告すると， 8カ国は共同出兵して北京を占領した。この事件後，⒧清

は北京議定書に調印した。

問10　下線部⒢の事件がおきた直前，イギリス・フランスが参加した戦争が開始され

ていた。その戦争名として最も適切なものを，次の①～⑥から一つ選び，その番号

をマークしなさい。 70

①　イタリア戦争　　　②　クリミア戦争　　③　七年戦争

④　第一次世界大戦　　⑤　南北戦争　　　　⑥　プロイセン=フランス戦争
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問11　下線部⒣⒥⒧をそれぞれ説明した次の文ａ～ｃの正誤を判断し，その組み合わ

せとして最も適切なものを，下記の①～⑧から一つ選び，その番号をマークしなさ

い。 71

ａ　天津条約では，外国公使の北京駐在，キリスト教布教の自由，中国内における

外国人旅行の自由，九竜半島南部のイギリスへの割譲が取り決められた。

ｂ　北京条約では，基本的に天津条約の取り決めが再確認され，加えて香港島がイ

ギリスへ割譲されることになった。

ｃ　北京議定書の調印には，清朝と出兵した 8カ国以外の国も参加していた。

①　ａ：正　　ｂ：正　　ｃ：正　　　　②　ａ：正　　ｂ：正　　ｃ：誤

③　ａ：正　　ｂ：誤　　ｃ：正　　　　④　ａ：正　　ｂ：誤　　ｃ：誤

⑤　ａ：誤　　ｂ：正　　ｃ：正　　　　⑥　ａ：誤　　ｂ：正　　ｃ：誤

⑦　ａ：誤　　ｂ：誤　　ｃ：正　　　　⑧　ａ：誤　　ｂ：誤　　ｃ：誤
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問12　下線部⒣が結ばれた天津の位置として最も適切なものを，次の地図中の①～⑤

から一つ選び，その番号をマークしなさい。 72

●①

●② ●③

●④

●⑤

問13　18世紀前半に中国に来航し，下線部⒤の庭園の設計に関わったイエズス会宣教

師の中国名として最も適切なものを，次の①～⑤から一つ選び，その番号をマーク

しなさい。 73

①　湯若望　　②　南懐仁　　③　白進　　④　利瑪竇　　⑤　郎世寧
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問14　 キ には国名が入る。清と英・仏との講和を調停した国名と，調停によっ

て キ が清から獲得した地名の組み合わせとして最も適切なものを，下記の①

～⑨から一つ選び，その番号をマークしなさい。 74

【国　名】　Ａ：アメリカ合衆国　　Ｂ：ドイツ　　Ｃ：ロシア

【地　名】　ア：沿海州　　イ：山東半島　　ウ：台湾

①　Ａ―ア　　②　Ａ―イ　　③　Ａ―ウ

④　Ｂ―ア　　⑤　Ｂ―イ　　⑥　Ｂ―ウ

⑦　Ｃ―ア　　⑧　Ｃ―イ　　⑨　Ｃ―ウ

問15　下線部⒦の義和団は 4字の漢字からなるスローガンを掲げた。義和団事件より

前におきた「太平天国の乱」の際，太平天国も 4字の漢字からなる別のスローガン

を掲げている。この二つのスローガンに共通する漢字（ 1字）として最も適切なも

のを，次の①～⑥から一つ選び，その番号をマークしなさい。 75

①　漢　　②　結　　③　攘　　④　同　　⑤　扶　　⑥　滅


