第１考査B

台頭がみられるようになった。 BC7 世紀にはギリシャ最古の法[ 3 ]の法が制定され、つづいて BC ６世

世界史Ｂ問題

紀初には[ 4 ]が改革をおこない財産政治の形となった。しかし平民の不満は強く、 BC6 世紀中～後期

Ⅰ.[ ]内に入れるべき適語を語群より選び記号で記せ。ただし数字で答えるもの

には非合法な手段で政権についた[ 5 ]たちがあらわれた。とくに[ 6 ]は有名である。こうしたなか BC6
世紀末の[ 7 ]は[ 8 ]制度を採用するとともに、平民の政治参加の道を開き、民主政治を成立させた。

は数字で答えよ。また下線部についての設問に答えよ。
ギリシャの文学は、政治の発展と並行して３つの段階に分類される。前期は前９～７世紀であり、[ 1

]詩

③この時代の民主政のありかたを示しているものを選び、記号で答えよ。

が多く書かれた。とくに 1),トロヤ戦争に取材したホメロスの[ 2 ]や「オデュセイア」などが有名である。中期は

ア）代議制が基礎になっている 。

叙情詩の時代（前７～６世紀）といわれる。 2)政治的には貴族と平民が激しく争ったこの時期の詩は恋愛や

イ）アテネに住むすべての成人男子の代表によって政治が行われていた。

自然の美しさをたたえた個性の目覚めともいえるものであった。

ウ）多くの官職は抽選によって選ばれていた。

そして前６～４世紀が後期とされる。この時期に発展したのが戯曲である。ポリスが演劇を援助したことも
あり、アイスキュロス、[ 3 ]、エウリピデスの三大悲劇詩人や喜劇の[ 4 ]があらわれた。この時期は
ネの民主政の全盛期とほぼ重なってくる。とくに

4)ペルシア戦争をへた、紀元前[ 5 ]世紀の中期は[

時代といわれ、アテネは絶頂期に達した。ペルシア戦争で破壊された
しこの時期の反映は、その費用を[ 7

3)アテ
6

エ）民会ではつねに二つの政党に分かれ、激しい議論が闘わされた。
オ）民会は上院と下院という二院制からなりたっていた。

]

5)パルテノン神殿も再建された。しか

④相手国であったペルシアについてのべた次の文の[

]内に適語をいれよ。

]同盟の資金から流用したことに見られるような問題点も持っていた。

また B.C.５世紀後半、 6)スパルタなどのポリスとたたかった[ 8 ]戦争のなかで[ 9 ]政治に陥る弱点も持って

[ 1 ]朝ペルシャはダレイオス１世のとき全盛をむかえ、エ-ゲ海からインダス川にいたる大帝国を樹
立した。この国はさきにオリエントを統一した[ 2 ]と異なり、異民族にたいしは[ 3 ]な政策をとった。広

いたと指摘される。
このギリシアにおける２つの戦争は、 7)ヘロドトスとトゥキディデスの二人によって、それぞれ描かれている。
２人は同様に戦争を描きながら、その書き方は対称的であった。哲学においてはとくに[ 10 ]、[ 11 ]、[ 12 ]

大な領土を支配するため、全土を２０余りの属州に分け[ 4 ]に支配させるとともに、監察官を派遣し長
官を監視させた。

の三大哲人が有名である。
ギリシャ文化は

8)アレクサンドロスの遠征によって東方の文化との融合がすすみ[ 13 ]文化をつくりだし

⑤この神殿にかかわって述べた以下の文について誤りを含むものを指摘せよ。

た。この時期になるとポリスの枠を超えた[ 14 ]思想と個性の主張がすすみ、人間の個人的な生き方が追求

ア）ポリスの中心はアクロポリスという広場である。この神殿はアテネのアクロポリスに面してたてられてい

された。禁欲説をといた 9)ストア派や快楽説を唱えた[ 15 ]派が有名である。この文化はとくにエジプトの 10)

た。

アレクサンドリアなどで発達した。

イ）この神殿の中心にはアテネ女神像が祭られていたが、今は失われている。
ウ）この神殿を設計したのは、彫刻家としても有名なフェイディアスである。

ア）ソクラテス

イ）エピクロス

キ）ペロポネソス
ス）貴族

セ）叙事

ウ）アリストファネス

ク）イ－リアス
ソ）ペリクレス

コ）ヘレニズム
タ）衆愚

エ）プラトン

オ）アルキメデスカ）アリストテレス

エ）この神殿の建築様式は荘重なドーリア様式を用いて作られている。

サ）ソフォクレスシ）コスモポリタン(世界市民)

チ）独裁

⑥スパルタの社会体制を説明した以下の文から誤りを含むものを選び、その記号をいえ。

ツ）デロス

ア）先住のアイオリス人をあとから侵入してきたドーリア人が征服支配し成立した。
イ）少数の完全市民がペリオイコイという不完全市民やへロットと呼ばれる奴隷を支配していた。
ウ）完全市民の子弟は生まれてすぐから同時に戦士になるための検査や訓練が繰り返された。

①トロヤ文明にかかわって述べた以下の文章について誤りを含むものをいえ。

エ）完全市民が商工業を独占し、他の身分は農業や鉱山の採掘などの仕事に従事した。

ア）この文明はエーゲ海東岸の奥の小アジアにあり、現在はトルコ共和国に属している。
イ）エーゲ文明に属すこの文明は、ギリシア本土にあったクレタ文明によって滅ぼされた。

⑦この二人の歴史家について記した以下の文章について誤りを含むものを指摘せよ。

ウ）伝説によると、この文明は木馬の計によって滅ぼされたということになっている。

ア）ヘロドトスはペルシア戦争を描いた「歴史（ヒストリア）」を著した。

エ）伝説上の存在であったこの文明の存在を明らかにしたのはドイツ人のシュリーマンである。

イ）ヘロドトスの歴史叙述は物語的叙述といわれている。

②アテネにおける貴族と平民の対立についてのべた次の文章中の[

]内に入れるべき語を記せ。

ウ）ヘロドトスは「エジプトはナイルの賜物」という言葉を残したことでも有名である。
エ）トゥキディデスはポエニ戦争の様子を記した「戦史」を著した。

アテネでは、最初[ 1 ]が政治を独占していたが、富裕な市民が[ 2 ]として活躍するにつれ、平民の
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オ）トゥキディデスの叙述は批判的・教訓的なものとなっている。
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⑧どこの国の王であったか。

Ⅲ、以下の国または民族を説明した文を選び記号で記せ。またそれが国または民
族の興亡表のどれにあたるかを選び番号をいえ。

⑨この派の考えでロ－マ法にとりいれられた「この世界は自然によって基礎づけられた成文化されていなくと
も一定の法が存在する」という観念を何法の観念というか。

（Ａ）ヒッタイト

（Ｂ）リディア

（Ｅ）バビロン第１王朝

⑩アレクサンドロス市について説明した以下の文について誤りを含むものを指摘せよ。
ア）この名前の都市は、エジプトだけでなくイラン高原や中央アジアなど各地に見ることができる。

（Ｃ）ササン朝ペルシア

（Ｆ）パルティア

（Ｄ）シュメール

（Ｇ）アッシリア

（Ｈ）アラム人

説明文

イ）この町はプトレマイオス朝エジプトの首都でもあった。

ア）最盛期のハンムラビ王は世界最古と呼ばれていた法典を作った。

ウ）この町には王立研究所が設けられ、多くの自然科学者が集まっていた。

イ）この国で最初に用いられた金属貨幣はギリシア人に伝えられる。

エ）この町で学んだ自然科学者としてはピタゴラスやタレースが有名である。

ウ）ダマスクスを拠点とし、内陸間の交易に活躍した。その結果、彼らの文字は西アジアから中央ア

オ）この町は、アクティウムの海戦の敗北後、ローマの支配を受けるようになった。

Ⅱ.[

国または民族名

ジアを

経て北アジアにまで影響を与えた。
エ）農耕民が立てたこの国はホスロー一世のとき全盛を迎え、絹の道を経て日本へも影響を与えた。

]に適語を入れ、下線部の問に答えよ。

オ）ウルやウルクの都市国家を拠点とした彼らが作り出したくさび形文字やギルガメシュ叙事詩は後

セム系遊牧民のヘブライ人は、前 1500 ころカナ－ン（パレスティナ）に定着したが、その一部は

1)エジ

のオ

リエント世界に大きな影響を与えた。

プトに移住したものの、前 13 世紀末にはファラオの圧制をのがれ[ 1 ]に導かれてカナ－ンに戻った。このこ

カ）遊牧系の人たちの手で成立したこの国はギリシア文化を保護し、東西交通路を支配して繁栄した。

とを[ 2 ]という。この途上でこの民族に神から守るべき戒め([ 3 ])を受けた。 2)前 11 世紀末には彼らの王国

キ）巨大な国を作り上げたが、他の民族を抑圧する政策をとったため、その反乱によって滅亡した。

が成立、前 10 世紀には全盛期を迎えたが、ソロモン王の死後分裂、南の王国は前６世紀初め[ 4 ]に滅ぼさ

ク）鉄製武器と戦車で武装した彼らはメソポタミアの大国を滅ぼし、シリアの地でエジプトと争った。

れ、多くの住民が[4]の都へ連れ去られた。このことを[ 5 ]という。このような逆境のなかでかれらは自分たち
こそが神から選ばれた民であるという[ 6
おこの宗教には

]思想を強め、前６世紀後半解放された後、ユダヤ教は整った。な

3)ゾロアスター教の影響も見られる。

国・民族の興亡図 （なお[15]は[14]の後ろにつづいている）
（イラン）

メディア→

①この当時のエジプトは新王国の時期である。以下の事柄のうち、新王国に属すものをすべて記せ。
ア）ノモスという都市国家が形成された

イ）シリアに進出した

ウ）ピラミッドやスフィンクスが作られた

(メソポタミア） [１]→アッカド→[２]→カッシート→

ア

ア

↓

→ [ １０ ] → ケ

レ

[15]

メ

ク

→ [ １１ ] → ネ

サ

ネ

→ ン

ス

ド

→ ｜

朝

ロ

マ

ペ

ス

共

ル

の

和

シ

帝

政

ア

国

↓

エ）ヒクソスの侵入を受けた

オ）トゥタンカーメンの遺物が残されている

カ）最後の王はクレオパトラである

（小アジア）

[３]

②紀元前１１世紀は年々に始まり何年におわるのか、下の（ ）内に適当な数字を入れよ。
紀元前（

1

）年に始まり

紀元前（

2

（シリア）

[４]

）年に終わる。

９
（レバノン）

[５]

③ゾロアスター教について説明した以下の文について誤りを含むものを指摘せよ。

イスラエル→

ア）アケメネス朝ペルシアで始まった宗教である。

[６]

イ）この世の中を善と悪の二つの神の争いと見る善悪二元論の立場に立つ。

→[14]

[８]

→ 12

ウ）「最後の審判」という観念や「天使・悪魔」といったものはこの宗教がはじめである。
エ）火を神聖視したため、拝火教ともよばれる。

帝
（エジプト）

旧王国→中王国→

[7]

→エジプト→

オ）ゼウスを最高の神とする多神教である。
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ロ
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→ 13

→ 政

Ⅳ.（）～（）について、それぞれの語を古い順に並べた場合その組み合わせはど

②彼らについて説明したものをいえ。

のようになるのか。下の組み合わせ例から選び記号で答えよ。
(１)ａ，れき石器の使用

ｂ，農耕の開始

ｃ，火の使用

エ）半島の都市を植民市、自治市、同盟市の三つに分けるという分割統治のやり方をとった。
ア）地中海東岸のミケーネなどの都市国家を拠点とした民族である。

ｄ，洞穴壁画

イ）インドヨーロッパ系語族に属し、鉄の武器を用いた。
(２)ａ．原人

ｂ．旧人

ｃ．新人

ウ）オリエントにおける陸上交易で繁栄した。

ｄ．猿人

エ）交易の中でギリシア人にかれらの表音文字を伝えた。
(３)a ．クロマニョン人
(４)ａ．ポエニ戦争

b ．ジャワ原人

c ．アウストラロ＝ピテクス類

ｂ．剣奴の反乱(スパルタクスの乱)

オ）はじめて金属貨幣の鋳造を行った。

d ．ネアンデルタール人

ｃ．三頭政治

③(1)この制度を簡潔に説明せよ。
(2)この制度は 2 世紀頃から行き詰まり、あらたな制度がひろがっていく。この制度を何というか。

ｄ．グラックス兄弟の改革

④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。
(５)a ．ハンニバル

b ．カエサル

c ．マルクス＝アウレリウス

ア）キリスト教の大弾圧

d ．オクタヴィアヌス

イ）平民派と閥族派の抗争

ウ）同盟市戦争

エ）地中海での海賊の横行

オ）スパルタカスの乱

[組合せ例］
ア）ａｂｃｄ
コ）ｃｂｄａ

イ）ａｂｄｃ ウ）ａｃｄｂ エ）ａｄｂｃ

サ）ｄａｂｃ

オ）ａｄｃｂ

カ）ｂｃｄａ

キ）ｂｄａｃ

ク）ｂａｃｄ ケ）ｃａｂｄ

シ）ｄｂｃａ

Ⅴ.次の問に答えなさい。
（１）共和政ローマにおける身分闘争（＝民主政の成立）について以下の語をもちいて記せ。
｛ホルテンシウス法，執政官（コンスル），重装歩兵，護民官，貴族共和政｝

Ⅰ[

]に入れるべき適語を語群より選び記号で記せ｡ただし年号については
数字で記せ。また下線部について設問に答えよ｡
前８世紀頃、イタリア半島に[ 1

]人がたてた都市国家ローマは各地に遠征を行い、前３世紀前半

①ほ

（２）新石器時代になって始まった事がらでないものはどれか。一つ選んで記せ。
ア）羊、豚などの家畜化

イ）磨製石器の使用

ウ）土器の使用

エ）埋葬の風習

オ）貧富の差

の発生
（３）「内乱の１世紀」にかかわらない事項の記号をいえ。

ぼイタリア半島全土を制圧した。つづいてロ－マは②フェニキア人が建てた［ 2 ］とのあいだで３回にわたり

ア）閥族派と平民派の対立

［ 3 ］戦争をし、苦戦の後、これをたおし地中海の覇権をにぎった。

オ）スパルタカスの反乱

イ）傭兵制の普及

ウ）グラックス兄弟の改革

エ）キリスト教弾圧

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、平民層の没落と無産市民の
増加などである。前２世紀［ 4 ］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。④これ以降の約

（４）共和政ロ－マが地中海を征服していく過程で（ＢＣ３～２世紀）もっとも激しく争った相手はどこか。

100 年間を内乱の一世紀という。

ア）パルチア

ア.アウグストゥス
キ.ポエニ

イ.アクティウム

ウ.ラテン

エ.エトルリア

ク.グラックス

ケ.五賢帝

コ.ペリクレス

オ.オクタヴィアヌス

カ.カルタゴ

イ）ゲルマン民族

ウ）ササン朝ペルシャ

エ）ヒッタイト

オ）カルタゴ

Ⅱ[

]について適語を語群より選び記号で記せ。また下線部について設問
に答えよ。
アテネでは前 900 ころ

①ポリスが形成された。しかし当初は貴族中心の政治が行われていた。しかし前

［設問］

８世紀になると、②平民の台頭がみられ、前 7 世紀にはギリシャ最古の成文法である［ 1 ］の法を制定、つづ

①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。下から選べ。

いて前６世紀初には

③ソロンの改革が実施された。しかしこれでは平民の政治参加の要求に応じるもので

ア）支配下のすべての都市の市民にローマ市民と同じ権利を与えた。

はなく、前 6 世紀中～後期になるとこうした平民の反発を背景に［ 2 ］ら僭主があらわれた。このような

イ）一定の税の納入を求めるだけで、各都市の自治権は完全に保障した。

僭主政治を防ぎ、民主政治を実現させたのが前 6 世紀末の［ 3 ］の改革である。

ウ）支配下の人々は捕虜として奴隷身分に落とされ、ローマ市民が移住していった。

民主政治の徹底させる役割を果したのが前５世紀前半の⑤ペルシア戦争である。この戦争後のアテネの
全盛期を［ 4 ］時代という。この時期は三大悲劇詩人があらわれたり、［ 5 ］神殿が再建されるなど
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④

-6-

⑥ギリシ

ア文化の黄金期でもあった。

（２）ギリシアの三大哲人を選べ。（３つ）

しかし前 5 世紀後半アテネが⑦スパルタ、コリントなどと戦った［ 6 ］戦争が勃発すると、衆愚政治化が急
速にすすんだ。ポリスの荒廃が進行するなかでアテネは敗れた。しかし勝利したスパルタも前 4 世紀、テー

ア.アリストファネス

イ.エウリピデス

ウ.ソクラテス

エ.エピクロス

オ.プラトン

カ.アリストテレス

ベにやぶれ、つづいて[7]の王が前 338 年アテネ、テ－ベの連合軍を破りギリシャの覇権をにぎった。
前 334 ［ 8 ］王は

⑧父の意志をつぎ東方遠征へ出発、大帝国を樹立した。巨大な帝国を建設するにつ

（３）ホメロスの二大叙事詩を選べ。（２つ）

れて彼はしだいに世界の王となることをめざすようになっていたいった。このように専制君主化をめざしたが
前 323 年、彼が死亡し帝国は崩壊、⑨後継者らによって分裂した。とくに

⑩［ 9 ］朝エジプトの首都は⑪ヘ

ア.アエネイス

イ.イリオス

ウ.トロヤ物語

エ.労働と日々

オ.オデュッセイア

カ．ゲルマニア

レニズム文化の中心としてさかえた。
⑦スパルタについて記した以下の文について誤りを含むものを指摘せよ。
ア、ペリクレス
カ、ドラコン

イ、プトレマイオス

キ、アレクサンドロス

ウ、ペイシストラトス
ク、ペロポネソス

エ、マケドニア

オ、クレイステネス

ケ、パルテノン

ア）アイオリス人のポリスである。
イ）完全に平等な市民が、不完全市民であるペリオイコイや農業奴隷のへロットを支配していた。
ウ）鎖国制度をとっており市民は商工業などには従事できなかった。
エ）市民は幼少期から共同生活のなかで軍国主義的な教育を受けた。

設問
①ポリスの中心にあった政治や経済などの中心であった広場を何というか。

⑧この人物およびその東方遠征について記した以下の文について誤りを含むものをいえ。

②平民の台頭の背景には、この時期新たな戦術が一般化してきたことにある。この戦術とは何か。

ア）彼の家庭教師はギリシア三大哲人のひとりアリストテレスであった。

③ソロンの改革について説明した文章について誤りを含むものの記号を１つ答えよ。

イ）かれは東方の強国ペルシア帝国を滅ぼした。

ア）借金の債務返済のために市民が奴隷となることを禁止した。

ウ）かれは東に向かいインドの侵入しインダス川流域までを支配下においた。

イ）市民の財産に応じて政治参加について権利と義務を定めた。

エ）かれはギリシア人第一主義をとり、ペルシアなど東方の風習を全く無視する政策をとった。

ウ）彼は貴族から多額の賄賂や献金を受け金権政治と批判された。

オ）かれは領土の各地にギリシア人を住まわし、支配者とした。

エ）アテネ市民の借金を全部帳消しにした。
④この改革の中で僭主政治を防ぐために行われた方法の名をいえ。
⑤ペルシア戦争について以下の文章に答えよ。

⑨こうした国のうち、アジア地域を支配した国の名を選べ。
ア.セレウコス朝シリア イ.アンチゴノス朝マケドニア ウ.リディア

１）戦った相手であるペルシアについて記した以下の文で誤りを含むものをいえ。
ア）この時期のペルシアはアケメネス朝である。
ウ）全盛期の王はダレイオス一世である。
エ）帝国をいくつかに分割し、そこに「王の目・王の耳」とよばれた知事を配置した。
オ）大きな帝国を維持するために駅伝制を整備した。
２）ペルシア戦争の経過について記した次の文について誤りを含むものを記せ。
ア）小アジアのエーゲ海沿岸に広がるイオニア植民市での反乱がきっかけとなった。
イ）アテネ軍などがペルシア軍をやぶった戦いでアテネに勝利を知らせた兵士を記念してマラソン競技が

オ.パルティア

⑩この町におかれた１００万冊の蔵書を誇った王立研究所を下から選べ。
ア.アクロポリス

イ）この国はもともとイラン高原を拠点としていた。

エ.ササン朝ペルシア

イ.ムセイオン

ウ.クノッソス

エ.エピクロス

オ.アゴラ

⑪ヘレニズム文化とはどのような文化か。簡潔に説明せよ。

Ⅲ.文中の（

）は自分で考え、[

]は語群から選び、適語を入れよ。また下線

部について設問に答えよ｡
セム系の遊牧民の[1]人は、前 1500 ころカナ－ン（パレスティナ）に定着したが、その一部は①エジプト新
王国に移住したものの前 13 世紀末[2]に導かれカナ－ンに戻った。このことを（ a.）という。
前 11 世紀末になると彼らは王国をたて前 10 世紀全盛期を迎えた。しかしその後この国は、南北に分裂し、

始まったと伝えられている。

北の[3]は前８世紀末に②アッシリアによってほろぼされた。また南のユダは前６世紀初め[4]に滅ぼされ住民

ウ）ギリシア軍はフィリッポス２世ひきいるペルシアにカイロネイアの戦いで敗れた。

の多くはその首都の③バビロンにつれさられ、半世紀をその地で暮すことになった。これを（ b.）という。しか

エ）アテネをはじめとするギリシア軍はサラミス海戦でペルシアを破った。

し彼らはこのような逆境のなかでかれらは唯一絶対の神[5]への信仰をいっそうすすめ[6]待望の気持ちをた

オ）アテネを中心とするポリスはペルシアに備えるためにデロス同盟を結成した。

かめていった。こうして④ユダヤ教は成立したがその教義には⑤ゾロアスター教の影響も大きいと指摘され
ている。

⑥ギリシア文化にかかわって次の問に答えよ。
（１）ペルシア戦争の歴史を描いた「歴史（ヒストリア）」を書いた歴史家は誰か
-7-

１世紀、ロ－マの支配下にあったこの地に生まれたのがイエスであった。かれは表面的な[7 ］の遵守やユ
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ダヤ教の狭い意味での[8]思想を批判し、無償かつ無差別・無条件の神の愛や隣人愛をといた。これに反発

エ）天使と悪魔、最後の審判などの観念はユダヤ教・キリスト教にも影響を与えた。

したユダヤ教指導層はローマ人にせまりイエスを（ c.）にかけ処刑させた。

オ）この宗教はシルクロードを経由して唐時代の中国にも伝わっていった。

その後、[9 ］とよばれる彼の弟子たちは「イエスの復活」をといて、⑥ロ－マ帝国各地への伝道をすすめた。

⑥イエスや弟子たちの言行録や書簡などをあつめたキリスト教の教典が成立した。その名をいえ。

これにたいし、３世紀末の⑦ディオクレティアヌス帝のように弾圧をくわえるものもいたが、 4 世紀初頭の⑧コ

⑦この皇帝以後、ローマ帝国の性格は大きく変わり、後期帝政となった。後期帝政の特色を示しているもの

ンスタンティヌス帝は（ d.）を発しキリスト教を公認、４世紀後半の⑨テオドシウス帝はキリスト教をローマ帝国

をあるだけ記せ。

の国教とするにいたった。

ア）皇帝は「第一の市民」と自称した。
イ）専制君主政という呼び方もされる。

ア.選民

イ.救世主

ケ.ノア

コ.ヘブライ

ウ.使徒

エ.偶像崇拝

サ．ソロモン

オ.律法

シ．ヤハウェ

カ.新バビロニア

キ.リディア

ク.モーセ

ス.アッラー セ．イスラエル

ウ）皇帝は「ドミナトゥス」と自称するようになった。
エ）元老院の権威を認め、皇帝は元老院との共治という建前をとっていた。
オ）共和政の制度を維持しつづけていた。

（設問）

⑧この皇帝の行ったことでないものを選び記号で記せ。

①(1)「大きな家」という意味のエジプトの王の称号を何というか。

ア）ニケーア公会議を開き、アリウス派を異端とした。

(2)エジプト新王国の首都はどこか、下から選べ。

イ）首都をローマからコンスタンティノープルに移した。
ウ）ローマ法大全を編纂させた

ア.クノッソス

イ.ニネヴェ

ウ.ミケーネ

エ.メンフィス

オ.テーベ

エ）コロヌスから移動の自由を奪った。
⑨この皇帝の死によってローマ帝国は分裂することとなる。ローマ帝国の分裂は何年のことか。

(3)エジプト新王国の王でこれまでの信仰を捨て、アトン一神信仰を進めようとした人物は誰か。
②アッシリアについて記した文をあるだけ選べ。

Ⅳ次の問に答えよ。
①次の事項を古いものから順に並びかえればその記号はどのようになるか。組合せ例より選べ。

ア）首都はウルである。

（ 1 ）ａ,ペキン原人

イ）ハム語族と考えられている。

（ 2 ）ａ，れき石器の使用

ウ）前 7 世紀、はじめてオリエントの統一に成功した。

（ 3 ）ａ，エジプトのシリア進出

エ）他の民族に対し寛容な政策を行った。

（４） ａ,リキニウス法

ｂ,クロマニョン人

ｃ,ネアンデルタ－ル人

ｂ，文字の使用

ｃ，火の使用

ｂ，ノモスの成立

ｂ,.十二表法制定

ｄ，アウストラロ＝ピテクス

ｄ，埋葬の習慣

ｃ，ヒクソスのエジプト侵入

ｃ，.護民官設置

ｄ，ピラミッド建設

ｄ,ホルテンシウス法

オ）前７世紀の末、諸民族の反乱によって滅亡、４つの王国に分裂した。
③(1)前 18 世紀、この地を首都としたバビロン第一王朝でつくられた史上最古の法典の名をいえ。
(2)この法典の特徴を２つ選び記号で記せ。
ア.バビロン市民のみに有効な市民法である
ウ.「目には目を」の復讐法である

エ.身分による差別があった

イ.サンスクリット文字

イ.ａｂｄｃ

ウ.ａｃｄｂ

コ.ｄａｂｃ

サ.ｄａｃｂ

シ.ｄｃｂａ

エ.ａｄｃｂ

オ.ｂａｃｄ

カ.ｂｄａｃ

キ.ｂｄｃａ

ク.ｃａｂｄ

ケ.ｃｂａｄ

イ.自然法の考え方をとっていた
オ.民族の差を認めなかった

(3)この法典が描かれた文字は何か、下から選べ。
ア.アルファベット

ア.ａｂｃｄ

ウ.アラム文字

②新石器時代になって始まった事がらでないものを一つ選んで記せ。
ア）羊、豚などの家畜化 イ）磨製石器の使用 ウ）土器の使用

エ.くさび形文字

エ）埋葬の風習

オ）貧富の差の発生

オ.神聖文字
③(1)古代エジプト人の冥界の案内書でその来世観を知るのに貴重な文書の名をいえ。

④キリスト教の教典でもあるユダヤ教の教典は何か。

(2)この文書をかいた象形文字はなんと呼ばれているか。下から選べ。

⑤ゾロアスター教について記した以下の文について誤りを含むものを記せ。
ア）主にペルシア人の間で信仰された宗教である。

ア.アルファベット

イ.民衆文字

ウ.アラム文字

エ.くさび形文字

イ）善も悪も結局は同じ所から生まれたという一元論的な考え方に立っている。
ウ）火を神聖視したので拝火教ともよばれる。
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オ.神聖文字

(3)その文字を解読は 19 世紀初めに発見された石碑からであった。この石碑を何というか。
④下の設問に適した語を語群より選び、記号で記せ。
4)メソポタミアの下流域にもっとも早く都市国家をつくった民族をいえ。
5)小アジアを拠点としオリエントに最初に鉄製武器をもたらした民族の名をいえ。
6)古代オリエントで内陸貿易に従事したセム系の遊牧民族はなにか。
7)広壮複雑な大宮殿をもつクレタ文明の代表的遺跡の名をいえ。
8)古代ギリシア人達は自らをどのように呼んだのか。その呼び名を記せ。
ア.メンフィス
ク.ヒッタイト人

イ.アラム人

ウ.クノッソス

ケ.シュメール人

エ.ヒクソス人

コ.ヘブライ人
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オ.ヘレネス

カ.ヘシオドス

キ.バルバロイ

