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第一回考査 世界史Ｂ 問題用紙

Ⅰ.次の年表について、（１）～（４）は自分で考え、A～は語群より選び記号で記せ。
実年代 人類 文化・社会など

５００万年前 （ １ ） 直立二足歩行

猿人 ホモ＝ハビルス ＜ A ＞ ＜語群＞

１８０万年前 (ｱ)骨角器の使用

原人 （ ２ ） ＜ B ＞ (ｲ)言語の使用

ジャワ原人 火の使用 (ｳ)埋葬の風習

２０万年前 (ｴ)打製石器の使用

旧人 （ ３ ） ＜ C ＞

４万年前 宗教の起源

新人 （ ４ ） 洞穴美術

周口店上洞人 ＜ D ＞

Ⅱ .以下の文中の[ ]に語群から選び記号で適語をいれよ。また下線部についての設問に

答えよ。（同一番号は同一語を示す）
アテネはギリシア人の一派[ 1 ]人がたてた ①ポリスである。ここでは早い時期から ②貴族を中心とする共和政が

成立していたが、前750年ごろからは③商業・貿易活動の発展を背景に ④平民が政治への参加を求め、貴族と対立す

るようになり、こうした対立を背景にギリシャ最古の成文法である[ 2 ]の法が制定され、さらに前６世紀初には ⑤ソロ

ンが改革を行った。しかし平民の反発はやまず、前6世紀中～後期には⑥僭主たちが出現した。もっとも有名な人物はア

テネの[ 3 ]である。アテネでは⑦前6世紀末の[ 4 ]の改革によって民主政が実現する。

民主政の徹底させる役割を果したのが前５世紀前半におこった[ 5 ]戦争である。小アジアのイオニア植民市が占領

されたことをきっかけに発生したこの戦争はギリシア側が⑧前490年の戦いや、前480年のサラミス海戦などをへてギリシア

側の勝利におわった。

そしてこの後の約５０年が[ 6 ]時代とよばれる。この時代には、⑨三大悲劇詩人があらわれ、⑩パルテノン神殿が再

建されるなど ⑪「ギリシアの黄金時代」とされる。

しかし、この全盛期の中、アテネでは ⑫しだいに腐敗化がすすみ、ついに前431年発生した[ 7 ]戦争のなかでア

テネでは（ ⑬ ）政治がすすみ、⑭スパルタなどに敗れた。こののちギリシア全土で混乱が広がるなか、フィリッポス２世

率いる北方の王国が前338年[ 8 ]の戦いで勝利、ギリシアの覇権を握った。

フィリッポス二世が暗殺された後、父の遺志をつぎ東方遠征へ出発したのが[ 9 ]大王である。かれはわずか10年で

インダス川～エジプト～ギリシャにひろがる大帝国を樹立、各地に植民市を建設、ギリシャ人を移住させた。こうした動きの

中、ギリシア文化とオリエント文化の融合が進んだ。これを[ 10 ]文化という。

(ｱ)マケドニア (ｲ)イオニア (ｳ)アレクサンドロス (ｴ)ペリクレス (ｵ)カイロネイア (ｶ)クレイステネス

(ｷ)コリントス (ｸ)サラミス (ｹ)ペイシストラトス (ｺ)ペロポネソス (ｻ)パルテノン (ｼ)ヘレニズム

(ｽ)ドラコン (ｾ)ヘレニズム

＜設問＞

①ポリスについて記した以下の文について、誤りを含むものを１つ選べ。

(ｱ)ポリスとは古代ギリシアの都市国家のことをいう。

(ｲ)ポリスの中央には当初防衛のための砦が築かれ、のち神殿が築かれたアクロポリスという丘があった。

(ｳ)アゴラとよばれる広場があり、市場や会議などに用いられていた。

(ｴ)ポリス同士は戦いを繰り返してはいたが、同じギリシア人という民族意識も持っていた。

(ｵ)ギリシア人は自分たちを同じ「バルバロイ」とよんでいた。
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②このころ、文学は「叙事詩」の時代と呼ばれていた。これについて以下の問いに答えよ。

(1)ギリシアの叙事詩でもっとも有名なトロイア戦争を描いたホメロスの二大叙事詩を２つとも選び記号で記せ。

(ｱ)オイディプス (ｲ)イリオス (ｳ)女の平和 (ｴ)ソクラテス (ｵ)オデュッセイア (ｶ)ガイア

(2)トロイア文明を滅ぼしたとされるギリシア半島南部にあった文明は何か。

③平民たちがこのように台頭してきた背景には、戦争における新たな戦術が採用されたことにある。どのような戦術か、記

せ。

④ソロンの改革について、正しいものを２つ選び記号で記せ

(ｱ)これまでは慣習的に用いられていた決まりを法律の形で整理した。

(ｲ)市民の財産に応じて、兵役などの義務と、政治参加への度合などの権利を定めた。

(ｳ)市民が債務奴隷に陥らないように、債務（借金）の帳消しなどを行った。

(ｴ)選挙制度を改革して、平民が政治に参加しやすいようにした。

(ｵ)政府の多くの役職を抽選で決めるようにした。

⑤僭主とはどのような人をいうのか、簡潔に説明せよ。

⑥民主政を実現することになったこの改革で行われたものを記した文を１つ選び、記号で記せ。

(ｱ)僭主になるおそれがあるというものを市民が陶器のかけらを用いて投票、得票が多い人物を追放した。

(ｲ)投票によって、次の指導者を選ぶというルールを完成させた。

(ｳ)アテネにとって危険だとおもわれる人物に陶器のかけらを投げつけ、追い出すことが合法化された。

(ｴ)陶器のかけらで作ったくじで次の指導者を選んだ。

(ｵ)市民の財産に応じて、兵役などの義務と、政治参加への度合などの権利を定めた。

⑦この戦いの故事にならって行われているスポーツ競技の名をいえ。

⑧次の中から三大悲劇詩人を３人とも選び、記号で記せ。

(ｱ)アリストファネス (ｲ)ソフォクレス (ｳ)エウリピデス (ｴ)ソクラテス (ｵ)シェークスピア

(ｶ)アイスキュロス (ｷ)ホメロス

⑨パルテノン神殿について以下の問に答えよ。

（１）この神殿を設計するとともに、その本尊ともいえる彫刻アテナ女神像をつくった人物の名をいえ。

(ｱ)アリストテレス (ｲ)ソフォクレス (ｳ)フェイディアス (ｴ)ソクラテス (ｵ)シェークスピア

（２）この神殿の柱はドーリア式でできている。この様式の柱を簡単に図示せよ。

⑩この背景には、奴隷制度の存在があるといわれている。奴隷制度にかかわって記した以下の文の空欄に適語を入れよ

ギリシアにおいては、労働を奴隷に依存する傾向が強まっていた。彼らの多くは[ 1 ]の形をとっていたが、他に鉱

山労働・工業などにも従事させていた。彼らは戦争での[ 2 ]が多かったが、借金を払えず転落した市民や輸入され

た異民族らも多かった。

⑪（ ）内に適語をいれなさい。

⑫スパルタは完全に平等な市民が農業奴隷化された先住民などを軍事力で支配する体制が成立していた。この農業奴

隷の名を下から選びなさい。

(ｱ)リュクルゴス (ｲ)ヘシオドス (ｳ)ペリオイコイ (ｴ)フェニキア (ｵ)ヘロット
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Ⅲ.文中の[ ]にいれるべき適語を語群から選び記号で記せ。ただし年号は数字※などで記

せ。また下線部についての設問に答えよ。※紀元前は「前」という文字をつけること
ロ－マでは、前６世紀末、エトルリア人の王を追って共和政となった。しかし貴族と平民との間の①身分闘争が展開、前

３世紀初頭には民主共和政が実現した。

この身分闘争と並行して、ロ－マは各地に遠征をすすめ、前３世紀前半には ②ほぼイタリア半島全土を制圧した。つ

づいてロ－マは３回にわたる[ 1 ]戦争でカルタゴをたおし地中海の覇権をにぎった。

このような侵略戦争はロ－マを著しく変化させた。③ラチフンディア制の普及、④平民層の没落と無産市民の増加など

である。前２世紀[ 2 ]兄弟はこのような状態を解決しようと努力したが失敗した。⑤これ以降の約１００年間を内乱の一世

紀という。

こうした混乱を終らせたのが[ 3 ]であった。⑥カエサルの養子のかれは[ 4 ]の海戦で政敵のアントニウスらをやぶり、

[ 5 ]年、事実上皇帝の地位についた。その後、ローマは１世紀末から２世紀後期にかけて[ 6 ］時代と呼ばれる全盛期を

迎えた。しかし３世紀になると、北方の[ 7 ］人との戦いなどにより次第に衰えた。また国内では[ 8 ］とよばれる農奴的小

作人をつかう制度が普及し、地中海交易も衰えを見せ始めた。 こうしたなか、⑦３世紀末皇帝となった[ 9 ］帝はこれま

での皇帝のあり方をあらためた。これ以降を後期帝政とよぶ。４世紀初め皇帝となった⑧コンスタンティヌス帝により改革が

進められたが、[ 10 ］年ロ－マ帝国は分裂した。

(ｱ)アクティウム (ｲ)ゲルマン (ｳ)五賢帝 (ｴ)軍人皇帝 (ｵ)ディオクレティアヌス (ｶ)カルタゴ

(ｷ)ポエニ (ｸ)グラックス (ｹ)コロヌス (ｺ)オクタヴィアヌス (ｻ)ラテン

［設問］

①身分闘争について記した以下の(a)～(d)を解答用紙の指示に従い古いもの順に並び替えよ。

a)それまでの慣習法を整理した十二表法が制定された。

b)大土地所有者が占有する土地の広さの上限を決め、執政官のうち一人は平民とすることになった。

c)聖山事件をきっかけに護民官と平民会が設置された。

d)民会の決議を国法とする事ができるようになった。

②ローマのイタリア半島支配の方法はどのようであったのか、正しいものを選び、記号で記せ。

(ｱ)占領した都市国家はすべて滅ぼし、領土に組み込んでいった。

(ｲ)破った都市国家住民すべてにローマ市民権を与えた。

(ｳ)占領した都市国家を三種類に分け、市民権などで差別する分割統治を行った。

(ｴ)半島内の占領地すべてを属州に組み込み、属州総督をおいて統治させた。

(ｵ)破った都市国家の住民をすべて奴隷として売却し、ローマ人を植民させた。

③ラティフンディア制について簡潔に定義せよ。

④増加した無産市民たちの要求は何であったのか、解答用紙に指示に従って記せ。

⑤内乱の一世紀にかかわりのないものを選び記号で答えよ。

(ｱ)キリスト教徒の大弾圧 (ｲ)平民派と閥族派の抗争 (ｳ)地中海での海賊の横行

(ｴ)スパルタカスの乱 (ｵ)同盟市戦争

⑥カエサルについて記した以下の文について誤りをふくむものを１つ選び記号で記せ。

(ｱ)マリウスの後をうけて平民派の中心となったかれはポンペイウスらと第一次三頭政治をすすめた。

(ｲ)ガリア地方に遠征し、さらにはブリタニアと呼ばれたイギリス南部へも進出した。

(ｳ)元老院派を破ったかれは独裁権を握り、改革を進めた。

(ｴ)カエサルの改革に反発した元老院派は彼の養子といわれるグラックスも仲間に引き入れ、彼を暗殺した。

(ｵ)記録文学として名高い『ガリア戦記』を著したり、エジプトの太陽暦をもとにユリウス暦を定めたことでも有名である

⑦彼は政治のあり方をどのように変化させたのか、皇帝の呼び名の違いをまじえつつ論ぜよ。

⑧コンスタンティヌス帝の行った事でないものを２つ選べ。

(ｱ)313年のミラノの勅令でキリスト教を公認した。

(ｲ)ローマ帝国内のすべての一般民にローマ市民権を与えた。

(ｳ)国民の身分、職業を固定、世襲化を命じた。とくにコロヌスの身分を固定し農奴制への道をすすめた。

(ｴ)首都をビザンティウムに移し自らの名を冠してコンスタンティノープルと改名した。

(ｵ)帝国を４つに分割し、自らは東の正皇帝となった。

Ⅳ、次の文章の（A）～（E）はどの王国・民族かをA群から、文中の[ ]内についてはB群から選
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び,それぞれ記号でこたえよ。また下線部の地名については地図の記号で答えよ。
（Ａ）小アジア地方の ①ボガズキョイを都としたこの民族は[

1 ]製の武器や馬がひく戦車でメソポタミアの

[ 2 ]をたおし、シリアでエジプトと戦った。

（Ｂ）遊牧民であった彼らは前11世紀[ 3 ]王の時全盛期を迎

えた。彼らは神[ 4 ]のみを信奉する民族宗教を確立させ、イ

ェルサレムの地にその神殿を建てた。

（Ｃ）②ダマスクスを中心に陸上貿易に活躍した彼らが用いた

文字の影響は遠く中国東北部の満州文字にまで見ることがで

きる。

（Ｄ）遊牧民[ 5 ]をおって成立したこの国の王[ 6 ]は、首都

③テーベの神官と対抗すべくアテンの一神信仰を強要した。

（Ｅ）前６世紀半ばオリエント統一に成功したこの国は異民族

寛容政策をとった。大帝国を維持するため各州に

[ 7 ]をおいて統治させる一方、首都④ペルセポリスから「王

の道」とよばれる国道をつくり駅伝制を整備した。

＜Ａ群＞（い）ヘブライ （ろ）リディア （は）フェニキア （に）エジプト古王国（ほ）エジプト中王国 （へ）エジプト新王

国 （と）アッカド （ち）アラム （り）ヒッタイト（ぬ）アケメネス朝ペルシア

＜Ｂ群＞ (ｱ)イクナートン (ｲ)サトラップ (ｳ)ヤハウェ (ｴ)ダヴィデ (ｵ)ヒクソス (ｶ)鉄 (ｷ)青銅

(ｸ)エフタル (ｹ)ホスロー１世 (ｺ)シャープール１世 (ｻ)バビロン第一王朝

Ⅴ.次の問にこたえよ。
１，獲得経済から生産経済への変化について説明し、それが人類の生活をどのように変えたか、わかりやすく説明せ

よ。

２，人類を分類する方法として語族と呼ばれる分類がある。語族とは何か、簡潔に説明せよ。

３，メソポタミアの文化について記した以下の問に答えよ。

（１）ウル、ウルクなどの都市国家を作り、メソポタミアの基礎を作ったのは何人か。

（２）メソポタミア文明に起源をもつものを二つ選べ。

(ｱ)１時間は６０分 (ｲ)１週間は７日 (ｳ)現在使われる算用数字

(ｴ)１年は３６５日（ただし４年に一度は３６６日） (ｵ)ピタゴラスの定理

（３）バビロン第1王朝で作られた世界最古の法典の精神に近いと思うことを選べ。

(ｱ)戦争は決してしてはならない (ｲ)目には目を、歯には歯を (ｳ)国王に背くものには死を

(ｴ)人民の人民による人民のための政治 (ｵ)民主主義は堕落するものである

（４）この法典はどのような文字で描かれたのか、下から選べ。

(ｱ)アルファベット (ｲ)サンスクリット文字 (ｳ)アラム文字 (ｴ)くさび形文字 (ｵ)神聖文字


