第6考査

世界史A

問題

Ⅰ、 文 中の [ ]に いれ る べき 適語 を 語 群か ら 選び 記 号で 記 せ。 ま た下 線部 につい て設
問に答えよ。
１９世紀末[ １ ]資本主義段階にたっした諸国は、新たな市場を手に入れるとともに①資本輸出の対象などをもとめて
武力を背景に②新たな植民地や勢力圏を手に入れようするようになった。このような新たな膨張主義を[ ２ ]という。こ
うした動きは 1870 年頃より本格化し、 1900 年ごろには③世界に大部分が分割されるに至った。
こうした世界の流れの中で国際関係も大きく変わった。 1890 年ドイツ皇帝となった[ ３ ]は、強引な勢力拡大政策を進
めた。かれはイギリスに対抗して海軍の増強に努め、アフリカ進出をめざしモロッコ事件などで[ ４ ]と対立、他方で④３
Ｂ政策をとってこの地に広い領土を持つ[ ５ ]への影響力を強め、中近東への進出を進めようとした。
こうしたドイツの強引な動きはフランスだけでなく、⑤３Ｃ政策をとるイギリスや、さらに南下政策をとる[ ６ ]との対立を
激化させ、⑥ドイツの台頭を恐れる諸国は軍事同盟を相互に結ぶことでドイツ包囲網が成立した。
ドイツなどと、反ドイツ側の対立はとくに[ ７ ]半島において深まっていた。この地域の民族構成は複雑で、パン＝ゲルマ
ン主義をとる[ ８ ]・ドイツの進出に対し、⑦ロシアは[ ９ ]などの諸国とむすび影響力の拡大をめざしていた。こうしたな
か、 1908 年オスマン帝国で[ １０ ]革命が発生すると⑧こうした対立はいっそう激化、⑨「ヨーロッパの《 》」とよばれる
ようになっていった。
(ｱ)フランス (ｲ)オスマン帝国（トルコ） (ｳ)ロシア (ｴ)バルカン (ｵ)オーストリア (ｶ)セルビア (ｷ)フリードリヒ二世
(ｸ)ヴィクトリア女王 (ｹ)ヴィルヘルム２世 (ｺ)ニコライ二世 (ｻ)独占 (ｼ)帝国主義 (ｽ)青年トルコ (ｾ)産業
(ｿ)資本主義 (ﾀ)社会主義 (ﾁ)民族国家
(同じ語を二度以上用いてはいけない)
①資本輸出について説明した以下の文の空欄にいれるべき適語を記せ。
先進国が、植民地などの安くて豊富な＜ A ＞や＜ B ＞を利用して企業(工場や＜ C ＞経営 、 鉱山会社など)を設立、
利益を本国に持ちかえるやり方
②なぜこの時期になって植民地や勢力圏をめざすうごきが活発になったのか、この時期の理由とはいえないものを1つ
選び記号で記せ。
(ｱ)国内の繊維業などの発展で綿花などの原料を大量に必要としたので。
(ｲ)国内での工業生産力がいっそう高まり、それを売る独占的な市場がいっそう必要となったため。
(ｳ)重工業の発展とともに、石炭や鉄鉱石など重工業の原料への要求が高まってきたので。
(ｴ)各国が植民地などを奪い合ったため、各国が進出できる場所が減ってきたため
(ｵ)軍事的対立の高まりの中で軍事戦略上の拠点を奪い合う傾向がいっそう高まったので。
③この時期の世界分割にかかわる次の＜Ａ＞＜Ｂ＞の数字の組み合わせを選び記号で記せ。

１９００年ごろには、列強は世界の陸地の＜Ａ＞、人口の＜Ｂ＞を支配するようになった。
(ｱ)１／２、１／３ (ｲ)１／３、１／５ (ｳ)１／４、１／７ (ｴ)１／５、１／１０ (ｵ)１／７、１／２０
④この３Ｂはベルリン以外に具体的にどの都市を指すのか。下の都市名から２つ選び、記号で答えよ。
(ｱ)ブラジル (ｲ)イスタンブール (ｳ)エルサレム (ｴ)バグダード (ｵ)バンコク (ｶ)ベイルート
⑤３Ｃ政策とはとくに重要な地域を含む３つ都市を中心とした巨大な植民地帝国を維持しようとするイギリスの
国際政策をさす。とくにイギリスが重視した地域などを３つ選び記号で記せ。
(ｱ)南アフリカ（ケープ植民地） (ｲ)エジプト（スエズ運河） (ｳ)パレスティナ（エルサレム） (ｴ)インド
(ｵ)太平洋地域（オーストラリア） (ｶ)中国
⑥このような体制を何というか。
⑦ロシアによるこのような立場か主張した考えを何というか。
⑧この革命以後のこの地域の出来事を２つ選び記号で記せ。
(ｱ)この革命をきっかけにこの地域でギリシアが独立した。
(ｲ)オーストリアは保護国にしていたボスニア＝ヘルツェゴヴィナを併合した。
(ｳ)ロシアの影響下にある国々が同盟を結成、オスマン帝国に対し戦争をしかけた。
(ｴ)領土を拡大したフィンランドを、他の国々が協力して攻撃した。
(ｵ)オーストリアがオスマン帝国に対し宣戦を布告した。
⑨《 》内に入れるべき適語を記せ。
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Ⅱ、 文 中の [ ]に いれ る べき 適語 を 記 せ。 適 語が 語 群に あ ると き はそ れを 用いよ 。ま
た下線部について設問に答えよ。
第一次世界大戦は[ １ ]年の①サラエボ事件をきっかけにはじまった大規模な戦争であった。この戦争は フランス・ロ
シアなど数十カ国にわたる協商国（連合国）と、②ドイツを中心とする４カ国が５年間にわたって激しく争った。戦争がはじま
ると、各国で戦争支持の動きが高まり、それまで戦争反対を訴えていた[２]も分裂、多くが戦争支持にまわった。しかしドイ
ツの一部やロシアでは戦争反対の声もつづき、[３]、ロマン=ロランら人道主義者、宗教家からの反戦論もあらわれた。
③当初は半年で終わると考えられた戦争は５年間にわたってつづき、④新兵器が次々と投入された。戦争は⑤これま
でになく巨大で残酷なものとなった。こうしたなか、各国は[４]体制の構築をせまられた。国民は[５]として戦場に送り込ま
れるだけでなく、非戦闘員も戦争協力を求められた。平和的な工場は[６]工場にかえられ、主婦や生徒らも労働者などに
徴用され、⑥女性の職場進出がすすんだ。食糧や生活必需品の[７]制度もはじまり、⑦国民の戦争協力が求められた。
戦局に大きな変化が現れたのが１９１７年である。⑧アメリカがドイツの[８]作戦に反発して戦争に参加したが、他方、[９]
が戦争から離脱した。
１９１８年、ドイツは反撃に転じたが失敗するなか、[１０]軍港での水兵の反乱をきっかけに⑨ドイツ革命が発生、ドイツ皇
帝が退位、臨時政府が協商国との間で休戦条約をむすび、第１次世界大戦はおわった。
ロシア

イギリス

キール

トルストイ

アインシュタイン

自由主義者

社会主義者

総力戦

《設問》
①この事件の内容を記した文を選べ。
(ｱ)サラエボの町でセルビア系住民とイスラム系住民が衝突した事件。
(ｲ)サラエボの町を歩いていたイギリス人が、オーストリアの軍人に侮辱された事件。
(ｳ)サラエボ皇帝がロシア人に襲撃され、負傷した事件。
(ｴ)オーストリア帝国の皇太子がセルビア系の青年に暗殺された事件。
(ｵ)サラエボ鉄道の線路が何者かによって破壊された事件。
②次にあげた国のうち同盟国側（ドイツ側）について参戦した国を２つ選び記号で記せ。
(ｱ)ルーマニア

(ｲ)トルコ

(ｳ)ブルガリア

(ｴ)スペイン

(ｵ)イラン

(ｶ)アメリカ

③第一次大戦の戦闘について記した以下の文章について誤りを含むものを１つ選べ。
(ｱ)ドイツは中立国ベルギー国境を侵してフランスに侵入した。
(ｲ)連合軍側の反撃で、戦線はフランス東部で膠着状態となった。
(ｳ)西部戦線で、両軍は塹壕にこもってにらみ合う形で５年にわたって戦闘がつづく。
(ｴ)海上においてはドイツ側が優勢であった。
(ｵ)東部戦線でドイツ軍は圧倒的に優勢であった。
④こうしたなかで発明された新兵器の例を２つあげよ。
⑤不足する兵力や労働力を補うため、各国はどのようにしてさらの多くの兵士を集めようとしたのか。
⑥こうした結果、戦後各国で女性の政治への権利拡大が進んだ。どのようなことが実現したのか、記せ。
⑦国民を戦争に協力させるため、どのようなものが利用させられたか、例を一つあげよ。
⑧アメリカが参戦した理由はここに掲げた理由以上に大きい理由があったといわれる。それは何か、簡潔に記せ。
⑨ドイツ革命について記した以下の文の下線部について誤りを含むものを選び記号で記せ。
(ｱ)ドイツ社会民主党を中心とした臨時政府が成立した。
(ｲ)戦争終了後、革命のいっそうの進展をめざす共産党との対立がすすんだ。
(ｳ)共産党が暴動を起こし、臨時政府の実権を握った。
(ｴ)革命の成果を反映した民主的な憲法が作られ、いわゆるヴァイマル共和国が成立した。
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Ⅲ次の文章を読んで下記の問いに答えよ。
第１次大戦はロシアの民衆の生活を直撃した。こうしたなかの［１］年 3 月ついに革命が発生、各地で ②ソヴィエトが結
成され、ストライキが頻発した。こうしたなかでついに皇帝が退位し［２］は崩壊した。これを［３］月革命という。しかし＜ａ＞
と戦争反対を 強く主張して きた③ボリシ ェヴィキの［４］が 帰国し＜ｂ＞という声明を発表し、ソヴィエトへ の影響力を強め
た。
［５］月革命で社会主義政権が樹立されると新政府はただちに ＜ｃ＞ という内容での即時停戦を世界に呼びかけ
たが、受け入れられず、やむなくドイツと講和条約を締結した。
社会主義政権を快く思わない列強は国内の反革命派とむすんで干渉戦争をおこしたが、ソヴィエト政権は④戦時共産
主義を実施するなどの強力な政策の実施により危機を脱した。しかし革命と戦争、およびこの政策の被害は大きくとくに経
済の破壊は著しいものがあった。
＜設問＞
Ａ，［ ］内に入れるべき適語を記せ。
Ｂ，下線部②のソヴィエトについて簡単に説明せよ。
C,下線部③の ボリシェヴィキ とは急進的な社会主義者によって結成された政党である。この政党は革命後どの ような
名称に変えられたのか。解答用紙の指示に従って漢字２字で記せ。
D，下線部④を説明した文章はどれか。記号で答えよ。
ア）農業の集団化を強引に進める政策。
イ）資本主義的な市場制度の導入して、経済復興を進める政策。
ウ）土地の私有を廃止し、農民への分配を実施する政策。
エ）金融機関・大工場などを除く中小企業の経営を認め、余剰生産物の販売が認める政策。
オ）全企業を国有化し、商業も全面的に禁止、食料の配給制度や農作物の強制徴発を行う政策。
E，文中の<ａ><ｂ><ｃ>には次のどの言葉をいれればよいか。記号で答えよ。
(ｱ)「戦争を内乱に転化せよ」
(ｲ)「秘密外交の禁止、国際連盟の創設、軍備縮小」
(ｳ)「人民の人民による人民の政治」
(ｴ)「すべての権力をソヴィエトに」
(ｵ)「無併合、無賠償、民族自決」

-3-

Ⅳ、空欄に入れるべき適語を語群から選び記号で記せ。また下線部について設問に答
えよ。
第一次世界大戦の戦後処理のためパリ講和会議が開催された。この会議ではアメリカ大統領[ １ ]は第一次世界大
戦中に発表した①１４カ条平和原則を基本にはしたものの、締結された[ ２ ]条約など５つの条約は②ドイツなど敗戦国
に極端な圧迫を強いるものあり、③ドイツ国民などに強い反発を引き起こした。なおこの会議の結果、設立されたのが④
国際連盟である。
第一次大戦後、世界では話し合いによって紛争を解決しようという気運が高まった。 1921 ～ 22 年開催された⑤ワシン
トン会議、ヨーロッパにおける集団的安全保障をめざした[ ３ ]条約、そして 1928 年の⑥パリ不戦条約締結などであ
る。しかしドイツやイタリアでは[ ４ ]運動がしだいに広がりを見せていた。そしてこうした動きは 1929 年の[ ５ ]をき
っかけに一挙に高まりを見せた。また各国は自国の利益のみを追い求めて保護主義と軍備拡張にはしった。第二次大戦
の勃発は 10 年後の 1939 年のことである。
(ｱ)ローズヴェルト
(ｸ)社会主義

(ｲ)ポーツマス
(ｹ)世界恐慌

(ｳ)ウィルソン (ｴ)ファシズム
(ｺ)同時多発テロ

(ｵ)ロカルノ

(ｶ)ヴェルサイユ

(ｷ)パリ

＜設問＞
①１４カ条平和原則に含まれていない内容を１つ選び、記号で記しなさい。
(ｱ)秘密外交の廃止

(ｲ)軍備縮小

(ｳ)無併合無賠償

(ｴ)民族自決

(ｵ)国際平和機関の設立

②ドイツはどのような圧迫を受けたのか、正しいものを２つ選べ。
(ｱ)アメリカ・イギリス・フランス三国に分割占領された。
(ｲ)すべての植民地と多くの領土を失った。
(ｳ)政府内に外国人の顧問をおくことを認めさせられた。
(ｴ)天文学的数字といわれるような賠償金を課せられた。
③このようなドイツ国民の反発や不満をあおり立てて１９３０年代ドイツの指導者となり、ついには第二次世界大戦を引
き起こすことになるドイツの指導者を下から選び記号で記せ。
(ｱ)ムッソリーニ

(ｲ)チャーチル

(ｳ)J.W.ブッシュ

(ｴ)スターリン

(ｵ)ヒトラー

④国際連盟について説明した以下の文で誤りを含むものを１つ選び、記号で記せ。
(ｱ)アメリカ大統領ウィルソンの提唱で設立され、アメリカが運営の中心となった。
(ｲ)集団的平和維持が目的とされた。
(ｳ)本部はスイスのジュネーヴにおかれた。
(ｴ)すべての国の意見を集約することを目的にし、ドイツやソ連も加盟が認められた。
(ｵ)大国中心の運営がなされ、常任理事国には拒否権が認められた。
⑤ワシントン会議が検討課題とした３つの内容に含まれないものを一つ選び、記号で記せ。
(ｱ)太平洋地域の安全保障

(ｲ)海軍の軍備縮小

(ｳ)ヨーロッパの安全保障

(ｴ)中国をめぐる問題

⑥パリ不戦条約の考え方は、戦後日本に大きな影響を与える文書のなかに取り入れられた。どのような文書のどのよう
な部分か、記せ。

-4-

