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第１問　20 世紀の太平洋およびその周辺地域の状況について述べた次の文A～Cを読み，下

の問い（問１～₁₀）に答えよ。

A �　太平洋の島々は，イギリスの探検家・軍人� ア �の３回におよぶ航海などによって，18 世

紀末までにそのほとんどが明らかとなった。彼はⓐオーストラリアをイギリス領であると宣言

したが，19 世紀後半にはヨーロッパ諸国により激しい領土争奪が展開された。また，アメリ

カ合衆国も 19 世紀末のⓑアメリカ =スペイン（米西）戦争を機に太平洋に進出し，� イ �やグ

アムを領有した。この過程で，太平洋の島々の先住民は，あるものは奥地へと追われ，あるも

のは反乱を起こしたものの鎮圧された。こうした結果，20 世紀に入るころには，太平洋のほ

とんどの島々は欧米列強によって分割された。

問１�　空欄� ア �・� イ �に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一

つ選べ。 1

　　①　ア−クック　　　　　　　イ−台湾

　　②　ア−クック　　　　　　　イ−フィリピン

　　③　ア−リヴィングストン　　イ−台湾

　　④　ア−リヴィングストン　　イ−フィリピン

問２�　下線部ⓐについて述べた次の文 aとbの正誤の組合せとして正しいものを，下の①～④の

うちから一つ選べ。 2

　　 a　先住民は，マオリ人とよばれる。

　　b　20 世紀末に，スハルト政権が倒れた。

　　①　 a−正　　b−正　　　　②　 a−正　　b−誤

　　③　 a−誤　　b−正　　　　④　 a−誤　　b−誤

問３�　下線部ⓑについて述べた文として正しいものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 3

　　①　メキシコの独立運動がきっかけで起こった。

　　②　アメリカ合衆国はプエルトリコを獲得し，カリブ海に進出した。

　　③　この戦争の結果，西部開拓が進み，フロンティアが消滅した。

　　④　戦争後，ホームステッド法が制定された。

世　界　史
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B �　第一次世界大戦中，日本はマーシャル諸島・カロリン諸島などドイツが領有していた太平洋

上の島々を占領したが，大戦後のⓒヴェルサイユ条約で，これらの島々の赤道以北を日本

の� ウ �統治領とすることが決定された。こうした太平洋上の情勢変化に対応するため，ア

メリカ合衆国は 1921 ～ 22 年に９か国を集めて� エ �会議を開き，ⓓ太平洋地域の現状維持

などをとり決めた。この会議は，アジア・太平洋に大きく進出し，アメリカ合衆国の利権に影

響を与え始めた日本を牽制する色合いが大きく，日英同盟もこの時解消されている。なお，イ

ギリス領であったオーストラリアとニュージーランドは，20 世紀初めにⓔイギリスの自治領

とされた。

問４�　空欄� ウ ・ エ �に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一つ

選べ。 4

　　①　ウ−委任　　エ−ワシントン

　　②　ウ−委任　　エ−サンフランシスコ

　　③　ウ−分割　　エ−ワシントン

　　④　ウ−分割　　エ−サンフランシスコ

問５�　下線部ⓒについて述べた文として正しいものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 5

　　①　ポーランドはザール地方を獲得した。

　　②　国際連合を発足させた。

　　③　ドイツの軍備を制限した。

　　④　フーヴァー =モラトリアムを実施した。

問６�　下線部ⓓに関連して，このことをとり決めた条約として正しいものを，次の①～④のうち

から一つ選べ。 6

　　①　九カ国条約　　　　　　②　四カ国条約

　　③　海軍軍備制限条約　　　④　ヌイイ条約
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問７�　下線部ⓔに関連して，19 ～ 20 世紀にイギリスの自治領とされた地域として正しいものを，

次の地図中の①～④のうちから一つ選べ。 7

　　

①

②

●③
●④

C �　1941 年に太平洋戦争が始まると，日本は太平洋上の島々を次々と占領して南太平洋の制海

権を握り，東南アジア地域にも勢力を拡大した。しかし 1942 年，日本は中部太平洋にあるア

メリカ領の小島（環礁）攻略をめぐる，いわゆる� オ �でアメリカ海軍に大敗し，以後戦争の

主導権を失った。

　�　戦後，太平洋の島々の多くは宗主国から独立したが，ⓕハワイのように，州に昇格すること

で宗主国内にとどまった例もある。この時期，東西冷戦の波は太平洋にもおよび，1951 年に

アメリカ合衆国はオーストラリア・ニュージーランドと� カ �を結ぶなど，同盟関係を太平

洋上にも拡大した。また 1954 年には，アメリカ合衆国が南太平洋のビキニ環礁で行った水爆

実験で日本の漁船が放射能を浴び，この事件を機にⓖ原水爆禁止運動が世界的に高揚した。

問８�　空欄� オ ・ カ �に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一

つ選べ。 8

　　①　オ−日本海海戦　　　　　カ−OAS

　　②　オ−日本海海戦　　　　　カ−ANZUS

　　③　オ−ミッドウェー海戦　　カ−OAS

　　④　オ−ミッドウェー海戦　　カ−ANZUS
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問９�　下線部ⓕについて述べた次の文 aとbの正誤の組合せとして正しいものを，下の①～④の

うちから一つ選べ。 9

　　 a　ナポレオン戦争中，フランスからアメリカ合衆国に割譲された。

　　b　日本は，ハワイの真珠湾（パールハーバー）を奇襲攻撃した。

　　①　 a−正　　b−正　　　　②　 a−正　　b−誤

　　③　 a−誤　　b−正　　　　④　 a−誤　　b−誤

問₁₀�　下線部ⓖに関連して，原水爆禁止運動および核軍縮に関する次の出来事 a～ cが，年代の

古いものから順に正しく配列されているものを，下の①～⑥のうちから一つ選べ。 ₁₀

　　 a　部分的核実験禁止条約が調印された。

　　b　中距離核戦力（INF）全廃条約が結ばれた。

　　 c　被爆地広島で，第１回原水爆禁止世界大会が開かれた。

　　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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　中国周辺の，モンゴル・チベット・ツングース系民族について述べた次の文A～Cを

読み，下の問い（問１～₁₀）に答えよ。

A �　モンゴル系民族は，現在のモンゴル・中国・ロシアにまたがる地域に居住した。ⓐ魏晋南北

朝期に活躍した柔然，また宋と澶淵の盟を結んだ� ア �などもモンゴル系民族とされる。い

わゆるモンゴル人は本来そのうちの一部にすぎなかったが，ⓑ13 世紀にチンギス =ハンが大

モンゴル国を形成し，その子孫がユーラシア征服を進める過程で，ほかの諸集団を取り込みつ

つ，民族としての一体化を成し遂げていった。元代に中国全土を支配したモンゴル人は，明の

登場でモンゴル高原へと追われたが，その後もモンゴル人はⓒエセン =ハンやアルタン =ハン

の指導のもとで明を脅かした。さらに 17 世紀ごろから� イ �とよばれる一部族が強大となっ

たが，18 世紀半ばに清の乾隆帝によって征服された。

問１�　空欄� ア ・ イ �に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一

つ選べ。 ₁₁

　　①　ア−ウイグル　　　　イ−チャハル

　　②　ア−ウイグル　　　　イ−ジュンガル

　　③　ア−契丹（キタイ）　　イ−チャハル

　　④　ア−契丹（キタイ）　　イ−ジュンガル

問２�　下線部ⓐに関連して，魏晋南北朝期に活躍した鮮卑や柔然について述べた文として正しい

ものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 ₁₂

　　①　鮮卑は，華北で北魏を建国した。

　　②　鮮卑と柔然は，いずれも五胡の一つに数えられる。

　　③　柔然の支配する華北では，六朝文化が栄えた。

　　④　柔然は，匈奴に滅ぼされた。

問３�　下線部ⓑに関連して，チンギス =ハンとその子孫たちの事績について述べた文として正し

いものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 ₁₃

　　①　チンギス =ハンは，理藩院を設置した。

　　②　オゴタイは，ベトナムやジャワ島に遠征軍を送った。

　　③　フラグは，バグダードを占領し，アッバース朝を滅ぼした。

　　④　フビライは，八王の乱を鎮圧した。

第２問
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問４�　下線部ⓒについて述べた次の文 aとbの正誤の組合せとして正しいものを，下の①～④の

うちから一つ選べ。 ₁₄

　　 a　オイラトは，土木の変を起こした。

　　b　呉三桂は，タタール（韃靼）の北京占領に協力した。

　　①　 a−正　　b−正　　　　②　 a−正　　b−誤

　　③　 a−誤　　b−正　　　　④　 a−誤　　b−誤

B �　チベット系民族は，チベット高原を中心に居住し，その一部は氐・羌とよばれて中国の史料

に登場した。７世紀，� ウ �は諸部族を統合して吐蕃を建国した。ⓓ吐蕃は強国化して，唐と

抗争を続けたが，９世紀に分裂して滅亡した。その後，11 世紀にはチベット系タングートの

李元昊が中国西北部に� エ �を建て，中継貿易の利を得て繁栄した。チベットでは，大乗仏

教と民間信仰が混交したチベット仏教が発展したが，17 世紀にはそのうちの黄帽派（ゲルク派）

が覇権を握った。この宗派の高僧であるダライ =ラマは，チベットにおける政教の最高権威者

としての地位を確立したが，ⓔその後，ダライ =ラマ 14 世はインドに亡命した。

問５�　空欄� ウ ・ エ �に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一

つ選べ。 ₁₅

　　①　ウ−ソンツェン =ガンポ　　エ−西夏

　　②　ウ−ソンツェン =ガンポ　　エ−西遼

　　③　ウ−ツォンカパ　　　　　　エ−西夏

　　④　ウ−ツォンカパ　　　　　　エ−西遼

問６�　下線部ⓓに関連して，吐蕃を含む唐と周辺国家の関係について述べた文として正しいもの

を，次の①～④のうちから一つ選べ。 ₁₆

　　①　吐蕃は，安史の乱で唐を支援した。

　　②　新羅の広開土王（好太王）は，唐と対立した。

　　③　日本は，唐と白村江の戦いを行った。

　　④　唐の玄奘は，シュリーヴィジャヤ王国に滞在した。

問７�　下線部ⓔに関連して，ダライ=ラマ 14世がインドに亡命した時期として正しいものを，次

の①～④のうちから一つ選べ。 ₁₇

　　①　明代の末期　　　　　②　清の時代

　　③　中華民国の時代　　　④　中華人民共和国の時代
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C �　ツングース系民族とは，東北アジアに広範囲に居住し，エヴェンキ語・ナナイ語などいわゆ

るツングース諸語を話す人々である。７世紀末，大祚栄に率いられて� オ �を建てた靺
まっ

鞨
かつ

人

はツングース系であると考えられている。12 世紀前半には，ツングース系女真の建てたⓕ金

が華北一帯を領有し，南方の漢民族王朝と対峙した。金の滅亡後も，女真は東北アジアにとど

まり，明末には，その一派である建州女直が後金を建て，これがⓖ清となって中国全土を支配

するに至った。清朝最後の皇帝である� カ �帝は，清の滅亡後，日本が満州事変によって成

立させた満州国の皇帝となったが，日本の敗戦と満州国の瓦解とともにその地位を失った。

問８�　空欄� オ ・ カ �に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一

つ選べ。 ₁₈

　　①　オ−南詔　　カ−光緒

　　②　オ−南詔　　カ−宣統

　　③　オ−渤海　　カ−光緒

　　④　オ−渤海　　カ−宣統

問９�　下線部ⓕについて述べた文として誤っているものを，次の①～④のうちから一つ選べ。

₁₉

　　①　金は，完顔阿骨打が建国した。

　　②　金では，骨品制が行われた。

　　③　金と南宋は和約を結び，淮河を国境とした。

　　④　金は，女真文字を作成した。

問₁₀�　下線部ⓖに関連して，清代の中国でキリスト教の布教が全面禁止された時期として正しい

ものを，次の年表中の①～④のうちから一つ選べ。 ₂₀

　　

①

1673 年　三藩の乱が起こる

②

1757 年　ヨーロッパ船の来航を広州１港に制限

③

1840 年　アヘン戦争勃発

④
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　イタリアの都市フィレンツェの歴史について述べた次の文A～Cを読み，下の問い（問

１～₁₀）に答えよ。

A �　フィレンツェはイタリア中部，トスカナ地方の中心都市である。フィレンツェ近郊のフィエー

ゾレはⓐエトルリア人によって建設されたが，フィレンツェはローマの植民市として建設され

た。前１世紀半ば，第１回三頭政治の一員であった政治家� ア �が発布した新しい農地法を

きっかけとして建設されたフロレンティアが，現在のフィレンツェの母体を形成していくので

ある。ⓑディオクレティアヌス帝の時代，フィレンツェはローマ総督の所在地とされ，中部イ

タリアの重要都市に成長した。

　�　４世紀に始まるゲルマン人の大移動期には，フィレンツェもその混乱に巻き込まれた。５世

紀末にテオドリック大王がイタリア半島に建設した� イ �王国の時代は比較的平和であった

ものの，このころのフィレンツェは他の都市に主導権を奪われるなど，一時力を失った。

問１�　空欄� ア ・ イ �に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一

つ選べ。 ₂₁

　　①　ア−キケロ　　　イ−ヴァンダル

　　②　ア−キケロ　　　イ−東ゴート

　　③　ア−カエサル　　イ−ヴァンダル

　　④　ア−カエサル　　イ−東ゴート

問２�　下線部ⓐについて述べた次の文 aとbの正誤の組合せとして正しいものを，下の①～④の

うちから一つ選べ。 ₂₂

　　 a　叙事詩『イリアス』を残した。

　　b　都市国家ローマを一時支配した。

　　①　 a−正　　b−正　　　　②　 a−正　　b−誤

　　③　 a−誤　　b−正　　　　④　 a−誤　　b−誤

問３�　下線部ⓑについて述べた文として正しいものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 ₂₃

　　①　五賢帝の一人であった。

　　②　ミラノ勅令を発布した。

　　③　元首政（プリンキパトゥス）を始めた。

　　④　四帝分治制（テトラルキア）を実施した。

第３問
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B �　８世紀後半，� ウ �が北イタリアのランゴバルド王国を滅ぼすと，フィレンツェはフランク

王国の支配下におかれ，ⓒキリスト教も発展して，多くの教会などが建てられた。

　�　フランク王国の分裂後，フィレンツェを含む北イタリアはⓓ神聖ローマ帝国の一部とされた

が，この時期にイタリア諸都市はしだいに独立の度合いを高め，フィレンツェも12世紀にはコムー

ネ（自治都市）となった。皇帝派と教皇派の対立が都市を二分したものの，13世紀半ばに

は� エ �とよばれる教皇党の勢力が市政を掌握し，以後フィレンツェは教皇庁と密接な関係

を保って毛織物業・金融などの経済を成長させた。

問４�　空欄� ウ ・ エ �に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一

つ選べ。 ₂₄

　　①　ウ−カール大帝　　　　　エ−ギベリン

　　②　ウ−カール大帝　　　　　エ−ゲルフ

　　③　ウ−カール =マルテル　　エ−ギベリン

　　④　ウ−カール =マルテル　　エ−ゲルフ

問５�　下線部ⓒに関連して，中世西ヨーロッパのキリスト教について述べた文として誤っている

ものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 ₂₅

　　①　ベネディクトゥスが，イタリア半島に修道院を建てた。

　　②　教皇庁が，一時ローマからアヴィニョンに移された。

　　③　ビザンツ皇帝との間に，叙任権闘争が起こった。

　　④　教皇ウルバヌス２世は，十字軍を提唱した。

問６�　下線部ⓓに関連して，現在ヨーロッパにある国々のうち，かつてその一部あるいはすべて

が神聖ローマ帝国に属していた国として誤っているものを，次の①～④のうちから一つ選べ。

（注：国名は現在のものである。） ₂₆

　　①　ポルトガル　　　②　ドイツ　　　③　スイス　　　④　オーストリア
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C �　15 世紀，金融業で財をなした大富豪の� オ �家がフィレンツェの政治の実権を握り，その

保護のもとで芸術活動が盛んとなって，ⓔフィレンツェはイタリア =ルネサンスの一大中心地

となった。16 世紀後半，この大富豪にトスカナ大公の称号が与えられて，フィレンツェでは

君主政が確立された。ⓕ17 世紀になると，フィレンツェの商業はオランダやイギリスなどに

かなわなくなり，以後，フィレンツェはルネサンスの輝かしい時代に別れを告げた。

　�　18 世紀前半には，トスカナ大公の地位が� カ �家のマリア =テレジアの夫であるフランツ

１世に継承されてオーストリアの事実上の支配下におかれた。

　�　イタリア統一運動の嵐が吹き荒れる 1860 年，トスカナ大公国はⓖ国王ヴィットーリオ =エ

マヌエーレ２世がおさめる王国に併合された。その後，フィレンツェは 1865 年からわずか数

年ではあったが，統一を果たしたイタリア王国の首都とされた。

問７�　空欄� ・ �に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一

つ選べ。 ₂₇

　　①　オ−メディチ　　　　カ−ハプスブルク

　　②　オ−メディチ　　　　カ−ホーエンツォレルン

　　③　オ−ランカスター　　カ−ハプスブルク

　　④　オ−ランカスター　　カ−ホーエンツォレルン

問８�　下線部ⓔに関連して，フィレンツェで活躍したルネサンスの芸術家について述べた文とし

て正しいものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 ₂₈

　　①　ダンテは，『愚神礼賛』を著した。

　　②　ボッカチオは，『デカメロン』を著した。

　　③　ミケランジェロの「ダヴィデ像」は，印象派を代表する彫刻である。

　　④　レオナルド =ダ =ヴィンチは，「ヴィーナスの誕生」や「春」を描いた。

オ カ
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問９�　下線部ⓕに関連して，17 世紀を中心としたイギリス・オランダに関する次の表中

の� X �に入る出来事として正しいものを，下の①～④のうちから一つ選べ。 ₂₉

　　

イギリス東インド会社設立（1600）

↓

オランダ東インド会社設立（1602）

↓

X

↓

イギリス =オランダ（英蘭）戦争開始（1652）

　　①　オランダ総督がイギリス王ウィリアム３世となる

　　②　イギリスがオランダのニューアムステルダムを奪う

　　③　アンボイナ事件が起こる

　　④　オランダ領ケープ植民地がイギリス領となる

問₁₀�　下線部ⓖについて，この王国の名称と，イタリア統一を推進した首相名の組合せとして正

しいものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 ₃₀

　　①　サルデーニャ王国−カヴール

　　②　サルデーニャ王国−ガリバルディ

　　③　両シチリア王国−カヴール

　　④　両シチリア王国−ガリバルディ
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　外来民と先住民について述べた次の文A～Cを読み，下の問い（問１～₁₀）に答えよ。

A �　ヨーロッパにはかつて，ケルト人が広範囲に居住していた。ケルト人は，オーストリアを中

心にハルシュタット文化とよばれる初期鉄器文化を発展させたが，その出土品からⓐギリシア

と交易していたことがわかっている。ケルト人はその後さらにヨーロッパのほぼ全域に居住地

を広げた。ローマ人は，ケルト人の一部をガリア人とよんだが，彼らが居住したガリア地方は

ほぼ現在の� ア �にあたり，前１世紀にローマ領とされた。

　�　一方，ⓑバルト海沿岸の北ドイツ・北欧を原住地とするゲルマン人は，勢力をしだいに広げて

先住のケルト人を圧迫し，さらに４世紀後半以降， イ �人の西進を機にローマ領内に大移動

して多数の国家を建設した。こうした過程でケルト人の多くはローマ化・ゲルマン化して民族

的に変質したが，これらの支配を免れたウェールズ・ⓒスコットランド・アイルランドなどで

は現在もケルト文化が継承されている。

問１�　空欄� ア ・ イ �に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一

つ選べ。 ₃₁

　　①　ア−フランス　　　イ−フン

　　②　ア−フランス　　　イ−ヒクソス

　　③　ア−ポーランド　　イ−フン

　　④　ア−ポーランド　　イ−ヒクソス

問２�　下線部ⓐに関連して，ギリシア人が建設した植民市と，その位置を示した次の地図中のa・

bの組合せとして正しいものを，下の①～④のうちから一つ選べ。 ₃₂

a

b

　　①　ビザンティオン− a　　　②　ビザンティオン−b

　　③　カルタゴ− a　　　　　　④　カルタゴ−b

第４問
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問３�　下線部ⓑに関連して，バルト海沿岸の歴史について述べた文として正しいものを，次の①～

④のうちから一つ選べ。 ₃₃

　　①　ノルマン人が，ベーメン（ボヘミア）王国を建てた。

　　②　東方植民によって，ワルシャワ大公国が成立した。

　　③　三十年戦争の結果デンマークが西ポンメルンを獲得した。

　　④　ロシアが進出し，ペテルブルクを建設した。

問４�　下線部ⓒについて述べた次の文 aとbの正誤の組合せとして正しいものを，下の①～④の

うちから一つ選べ。 ₃₄

　　 a　スコットランドの反乱は，ピューリタン革命の発端となった。

　　b　第一次世界大戦後，アイルランド自由国が成立した。

　　①　 a−正　　b−正　　　　②　 a−正　　b−誤

　　③　 a−誤　　b−正　　　　④　 a−誤　　b−誤

B �　インディアンあるいはインディオなどとよばれるアメリカ大陸の先住民は，氷期にベーリング

海峡を渡って渡来・定住したモンゴロイド系の人々とされ，中部アメリカでⓓメソアメリカ文明

と総称される多様な文明を発展させた。またアンデス高地では，15 世紀に� �を首都とす

るインカ帝国が成立した。

　�　15世紀末以降，アメリカ大陸に進出したヨーロッパ人は，これらの諸文明を滅ぼして先住民

を労働力として酷使し，スペインの植民地では� エ �制によって支配した。ⓔヨーロッパ諸国

の植民地支配のもとにあったラテンアメリカでは，18 世紀末から独立運動が始まり，19 世紀

には多くの国が独立した。

問５�　空欄� ウ ・ エ �に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一

つ選べ。 ₃₅

　　①　ウ−テノチティトラン　　エ−エンコミエンダ

　　②　ウ−テノチティトラン　　エ−プロノイア

　　③　ウ−クスコ　　　　　　　エ−エンコミエンダ

　　④　ウ−クスコ　　　　　　　エ−プロノイア

ウ
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問６�　下線部ⓓに関連して，４～９世紀ごろ，ユカタン半島で最盛期をむかえた文明として正し

いものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 ₃₆

　　①　アステカ文明　　　　　　②　オルメカ文明

　　③　テオティワカン文明　　　④　マヤ文明

問７�　下線部ⓔについて述べた文として誤っているものを，次の①～④のうちから一つ選べ。

　　①　ブラジルは，ポルトガルから独立した。

　　②　インディオは，クリオーリョともよばれ，独立を指導した。

　　③　メキシコでは，イダルゴが蜂起した。

　　④　サン=マルティンは，アルゼンチンの独立を指導した。

C �　ムハンマドの登場によって諸部族が統一されたアラブ人は，正統カリフ時代からウマイヤ朝

の時代にかけて大規模な征服活動を行った。東方では中央アジアに進出し，西方では 711 年

に� オ �王国を滅ぼすなど，アジア・アフリカ・ヨーロッパにその勢力を拡大した。

　�　当初，征服者であるアラブ人は種々の特権を認められていた。しかしⓕ征服地でイスラーム

改宗者がしだいに増加していく中で，アラブ人の特権に対する批判や不満が強まり，アッバー

ス朝時代には民族の差異を問わないムスリムの平等が確立した。こうした流れの中で，北アフ

リカの先住民� カ �人がイスラーム教に改宗し，ムラービト朝やムワッヒド朝を建てるなど，

諸民族の活動が活発化した。また，ⓖイラン =イスラーム文化やトルコ =イスラーム文化な

どの融合文化も各地に成立した。

問８�　空欄� ・ �に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一

つ選べ。 ₃₈

　　①　オ−カスティリャ　　カ−ブール

　　②　オ−カスティリャ　　カ−ベルベル

　　③　オ−西ゴート　　　　カ−ブール

　　④　オ−西ゴート　　　　カ−ベルベル

問９�　下線部ⓕに関連して，征服地の新改宗者を意味するアラビア語として正しいものを，次の

①～④のうちから一つ選べ。 ₃₉

　　①　マドラサ　　　②　マワーリー　　　③　アミール　　　④　ウラマー

₃₇

オ カ
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問₁₀�　下線部ⓖに関連して，各地のイスラーム文化について述べた文として正しいものを，次の

①～④のうちから一つ選べ。 ₄₀

　　①　セルジューク朝では，ウルドゥー語が成立した。

　　②　サーマーン朝では，パン =イスラーム主義が唱えられた。

　　③　ラシード =アッディーンは，『集史』を編纂した。

　　④　イスファハーンに，タージ =マハルが建てられた。

（世界史の問題は終わり）
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