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－ 20 －

第１問　20 世紀に消滅・解体した国家や連邦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  　多民族国家であったオーストリア帝国は， ア  戦争に敗れた翌 1867 年，マジャール人と

のアウスグライヒ ( 妥協 ) によりオーストリア皇帝がハンガリー国王を兼ねる同君連合国家の

オーストリア =ハンガリー帝国に再編された。三国同盟の一翼を担ったオーストリア =ハン

ガリー帝国は，20 世紀に入るとⓐバルカン半島においてロシア・セルビアとの対立を激化させ，

これが第一次世界大戦の一因となった。1918年にオーストリア=ハンガリー帝国が降伏すると，

ⓑ諸民族が分離・独立して，帝国は解体した。

　 　600年以上の歴史を誇るオスマン帝国も，第一次世界大戦で三国同盟側に荷担して敗れ，戦後

に連合国と結んだ イ  条約によって亡国の危機に瀕した。ⓒムスタファ=ケマルの抵抗運動

によって国家消滅はまぬがれたものの，オスマン帝国は倒れ，かわってトルコ共和国が成立した。

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－プロイセン =オーストリア　　イ－セーヴル

　　②　ア－プロイセン =オーストリア　　イ－トリアノン

　　③　ア－イタリア統一　　　　　　　　イ－セーヴル

　　④　ア－イタリア統一　　　　　　　　イ－トリアノン

問２ 　下線部ⓐに関連して，20 世紀初めのバルカン半島の情勢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。 2

　　①　オーストリアは，シュレスヴィヒ・ホルシュタインを併合した。

　　②　オーストリアは，バルカン同盟に参加した。

　　③　２度のバルカン戦争が起こった。

　　④　サライェヴォで，セルビアの帝位継承者が暗殺された。

問３ 　下線部ⓑに関連して，第一次世界大戦後に独立したヨーロッパの国家として正しいものを，

次の①～④のうちから一つ選べ。 3

　　①　ギリシア　　　②　ルーマニア

　　③　ベルギー　　　④　チェコスロヴァキア

世　界　史
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－ 21 －

問４ 　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。

4

　　①　トルコ共和国の初代大統領となった。

　　②　文字改革を行った。

　　③　ルール地方を占領した。

　　④　スルタン制を廃止した。

B  　1917 年のロシア二月革命（三月革命）で，皇帝 ウ  は退位してロマノフ朝は倒れた。その

後の十月革命（十一月革命）によって成立したソヴィエト政権は，ⓓ情勢に応じてさまざまな経

済政策を実施し，ロシアの経済復興を推し進めた。1922 年にロシアを中心に成立したソ連は，

第二次世界大戦後には東ヨーロッパに勢力圏を広げ，これを封じ込めようとするアメリカ合衆

国との間に冷戦とよばれる世界的緊張を引き起こした。1980 年代になると，ⓔ近隣諸国との

外交的対立，社会主義体制の硬直化と腐敗などが重なり，ソ連の行き詰まりが顕著となった。

これを打開しようとした改革はうまくいかず，1991 年，ソ連は解体・消滅した。

　 　オーストリア =ハンガリー帝国の崩壊によって生まれたユーゴスラヴィアは，第二次世界大

戦後，パルチザンの指導者であった エ  大統領の指導のもとで独自の社会主義建設をめざ

した。しかし， エ  の死後，連邦を構成する国家間の対立が深まり，ソ連と同時期に解体した。

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。 5

　　①　ウ－アレクサンドル２世　　エ－ワレサ

　　②　ウ－アレクサンドル２世　　エ－ティトー

　　③　ウ－ニコライ２世　　　　　エ－ワレサ

　　④　ウ－ニコライ２世　　　　　エ－ティトー

問６ 　下線部ⓓに関連して，次の経済政策 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。 ₆

　　 a　第１次五カ年計画

　　b　新経済政策（ネップ）

　　 c　戦時共産主義

　　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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－ 22 －

問７ 　下線部ⓔに関連して，20 世紀後半のソ連の対外問題として誤っているものを，次の①～

④のうちから一つ選べ。 7

　　①　チェコスロヴァキアの民主化運動に対する軍事介入

　　②　ソ連 =フィンランド戦争（冬戦争）

　　③　アフガニスタンへの軍事侵攻

　　④　キューバ危機

C  　第二次世界大戦が終わり， オ  を大統領とするベトナム民主共和国が独立を宣言すると，

ベトナム南部には，フランスの後援によるベトナム国，ついでアメリカ合衆国の支援するベト

ナム共和国が樹立され，ベトナムは南北に分断された。その後，アメリカ合衆国はベトナムへ

の介入の度合いを強め，ベトナム戦争が本格化したが，ⓕベトナム和平協定が成立して米軍は

撤退した。その後，ベトナム共和国は崩壊して南北ベトナムは統一され，ベトナム社会主義共和

国が誕生した。

　 　1956～ 57年のⓖ第２次中東戦争をのりきったエジプト大統領 カ  がアラブ世界の英雄にな

ると，アラブ民族主義が高揚してエジプトとシリアが合併し，アラブ連合共和国が発足した。

一方，エジプトとシリアにはさまれて危機感をいだいたヨルダンは，イラクと結んでアラブ連

邦を樹立した。その後，両連合・連邦とも広がりを見ないまま，短期間で崩壊した。

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－バオダイ　　　　　カ－サダト

　　②　オ－バオダイ　　　　　カ－ナセル

　　③　オ－ホー =チ =ミン　　カ－サダト

　　④　オ－ホー =チ =ミン　　カ－ナセル

問９ 　下線部ⓕに関連して，この協定が調印されたヨーロッパの都市として正しいものを，次の

①～④のうちから一つ選べ。 9

　　①　パリ　　　②　ジュネーヴ　　　③　ロンドン　　　④　ウィーン

問₁₀ 　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。 ₁₀

　　①　この戦争の発端は，エジプトのスエズ運河国有化宣言であった。

　　②　アラブ諸国が，イスラエルの建国を機にパレスチナに進撃した。

　　③　パレスチナ暫定自治協定（オスロ合意）により終結した。

　　④　イスラエルが，シナイ半島などに占領地を拡大した。

20年度MF_9_p020-034_世界史.indd   22 2019/11/19   17:58



－ 23 －

　中国の文学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  　『詩経』は，五経の一つに数えられ，儒教の経典とされているが，内容的には文学のジャン

ルに入れるべきもので，おそらくは中国最古の文学作品集（詩集）である。ⓐ周の時代の各地の民

謡や祭祀に用いられた歌などを内容とし，素朴な趣に富んでいる。古くは『詩』とよばれ，ⓑ宋

代以後『詩経』とよばれるようになった。『詩経』は，同じく五経の一つである『 ア  』と同

様に孔子が編纂したものともされたが，定かではない。

　 　戦国時代には，長江流域で栄えた イ  でうたわれた作品を集めた韻文集の原型も成立した。

屈原はこれにおさめられた詩の代表的作者である。

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。 ₁₁

　　①　ア－春秋　　イ－燕

　　②　ア－春秋　　イ－楚

　　③　ア－史記　　イ－燕

　　④　ア－史記　　イ－楚

問２ 　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。 ₁₂

　　①　建康に都がおかれた。

　　②　宗法がつくられた。

　　③　郡県制が全国に実施された。

　　④　塩・鉄・酒の専売が行われた。

問３ 　下線部ⓑに関連して，宋代の儒学者・思想家として正しいものを，次の①～④のうちから

一つ選べ。 ₁₃

　　①　銭大昕　　　②　王守仁（王陽明）　　　③　陸九淵　　　④　董仲舒

第２問

20年度MF_9_p020-034_世界史.indd   23 2019/11/19   17:58



－ 24 －

B  　唐では，当時の官吏任用制度である ウ  で詩賦が重視されたこともあって，詩が流行し，

律詩・絶句など近体詩の形式が確立されたが，一方で，貴族的なきらびやかな形式主義を否定

し，古代の簡素で力強い文体に戻ろうというⓒ古文復興の動きも現れた。

　 　ⓓ宋では，都市や商業が発達して庶民文化が成長し，音曲にあわせてうたう エ  とよばれる

韻文が盛んにつくられた。

　 　ⓔ元では，中央政治においてはモンゴル人が首脳部を独占したが，地方の社会・文化には概

して放任的であったため，宋に続いて庶民文化が発達し，『西廂記』や『琵琶記』などのすぐ

れた作品が生み出された。

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。 ₁₄

　　①　ウ－科挙　　　　エ－詞

　　②　ウ－科挙　　　　エ－四六騈儷体

　　③　ウ－郷挙里選　　エ－詞

　　④　ウ－郷挙里選　　エ－四六騈儷体

問５ 　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。 ₁₅

　　 a　唐では，韓愈や柳宗元が古文復興を主張した。

　　b　宋では，蘇軾らが古文復興の流れを継いで，名文を残した。

　　①　 a－正　　b－正　　　　②　 a－正　　b－誤

　　③　 a－誤　　b－正　　　　④　 a－誤　　b－誤

問６ 　下線部ⓓに関連して，宋代の都市や商業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。 ₁₆

　　①　草市・鎮などの商業中心地が発生した。

　　②　行・作などの同業組合が生まれた。

　　③　交子や会子などが紙幣として使われた。

　　④　諸外国と朱印船貿易を行った。
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－ 25 －

問７ 　下線部ⓔに関連して，元の中国統治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。 ₁₇

　　①　元の社会制度は，猛安・謀克とよばれた。

　　②　フビライの創始した八旗は，元の中国支配の中心であった。

　　③　色目人とよばれる人々が，主として財務面で重用された。

　　④　旧南宋出身者は，漢人とよばれて差別された。

C  　明では，木版印刷で多くの書物が出版されて庶民文化のすそ野が広がり，『三国志演義』『水

滸伝』『西遊記』『 オ  』などの小説が広く読まれた。これらを総称して四大奇書というこ

ともあり，前三者は元代にその原型が成立している。

　 　清でも，小説・戯曲などの大衆文学はかわらず盛んで，『儒林外史』や『聊斎志異』などの

傑作が生み出された。異民族王朝である清は，反清思想をおさえるための威圧策を行う一方，

懐柔策ともいえるⓕ文化事業に熱心であった。

　 　中華民国では，第一次世界大戦中にⓖ文学革命とよばれる運動が起こり，『狂人日記』でこの

運動の先鞭をつけた カ  は，『阿Ｑ正伝』などの傑作を残した。

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。 ₁₈

　　①　オ－金瓶梅　　カ－陳独秀

　　②　オ－金瓶梅　　カ－魯迅

　　③　オ－紅楼夢　　カ－陳独秀

　　④　オ－紅楼夢　　カ－魯迅

問９ 　下線部ⓕに関連して，清の皇帝と，その文化事業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。 ₁₉

　　①　順治帝－『五経大全』の編纂

　　②　康熙帝－『文選』の編纂

　　③　雍正帝－『崇禎暦書』の編纂

　　④　乾隆帝－『四庫全書』の編纂
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－ 26 －

問₁₀ 　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。 ₂₀

　　 a　西洋科学を否定し，儒教などの中国的伝統を重視する運動であった。

　　b　胡適は，伝統的な文語で文章を書くことを主張した。

　　①　 a－正　　b－正　　　　②　 a－正　　b－誤

　　③　 a－誤　　b－正　　　　④　 a－誤　　b－誤

20年度MF_9_p020-034_世界史.indd   26 2019/11/19   17:58



－ 27 －

　西ヨーロッパ世界における皇帝と教皇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  　教皇は，ローマ =カトリック教会の最高位の聖職者で，イエスに従った十二使徒の筆頭であ

る ア  の後継者とされる。西ローマ帝国滅亡後，当初ローマ教会はビザンツ皇帝の保護下

にあった。しかしⓐ８世紀ごろからビザンツ皇帝との対立が深まると，教皇はフランク王国に接

近し，その国王に「西ローマ皇帝」の帝冠を与えることによってビザンツ帝国からの自立を果た

した。

　 　11 世紀に入ると，教皇と皇帝は叙任権をめぐって激しく対立するようになった。この対立は，

ⓑ教皇に破門された皇帝が謝罪した1077年の出来事を経て，1122年の イ  によって妥協が成

立した。

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－パウロ　　　　　　イ－クレルモン宗教会議

　　②　ア－パウロ　　　　　　イ－ヴォルムス協約

　　③　ア－ペテロ（ペトロ）　　イ－クレルモン宗教会議

　　④　ア－ペテロ（ペトロ）　　イ－ヴォルムス協約

問２ 　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。

₂₂

　　①　ビザンツ皇帝レオン３世は，聖像禁止令を発布した。

　　②　教皇の支援を得たメロヴィング家は，カロリング家にかわって王位についた。

　　③　ピピンはランゴバルド王国を攻め，教皇に土地を寄進した。

　　④　教皇レオ３世は，フランク王カールに帝冠を授けた。

第３問
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－ 28 －

問３ 　下線部ⓑに関連して，この出来事が起こった地名と，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。 ₂₃

a b

　　①　アヴィニョン－ a　　　②　アヴィニョン－b

　　③　カノッサ－ a　　　　　④　カノッサ－b

B  　神聖ローマ帝国の起源は，東フランク（ドイツ）王ⓒオットー１世の戴冠とされる。歴代の神

聖ローマ皇帝は，戴冠や教皇の保護などを理由としてしばしばイタリアに遠征し，結果的にイタ

リアへの干渉を強めることとなった。この間，帝権が手薄となったドイツでは，諸侯が自らの領

邦支配を固めていった。14世紀半ばに皇帝 ウ  が発した「金印勅書」では，選帝侯による皇

帝選挙が定められたが，これによってドイツではそれぞれの領邦で集権化が進んだ。さらに

17 世紀のⓓ三十年戦争は，帝国を事実上分裂させる結果をもたらした。神聖ローマ帝国はその後，

『哲学書簡』（『イギリス便り』）を著した18世紀のフランスの思想家 エ  に「神聖でも，ロー

マ的でも，帝国ですらない」などと揶
や

揄
ゆ

されながらも，名目上は存続したが，ⓔ同じく「皇帝」

を擁するフランスやロシアが台頭する中，1806年に約850年の歴史を閉じた。

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４世　　　　エ－ヴォルテール

　　②　ウ－カール４世　　　　エ－トーマス =マン

　　③　ウ－ハインリヒ４世　　エ－ヴォルテール

　　④　ウ－ハインリヒ４世　　エ－トーマス =マン
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－ 29 －

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。 ₂₅

　　①　ハプスブルク家の出身であった。

　　②　メルセン条約を結んだ。

　　③　マジャール人の侵入を退けた。

　　④　啓蒙専制君主の一人であった。

問６ 　下線部ⓓに関連して，三十年戦争の結果生じた出来事として誤っているものを，次の①～

④のうちから一つ選べ。 ₂₆

　　①　オランダ独立の国際的承認　　　②　カルヴァン派の公認

　　③　スウェーデンの台頭　　　　　　④　シュマルカルデン同盟の成立

問７ 　下線部ⓔに関連して，19 世紀のフランスとロシア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。 ₂₇

　　 a　フランスは，クリミア戦争でロシアと戦った。

　　b　フランスとロシアは，再保障条約を結んだ。

　　①　 a－正　　b－正　　　　②　 a－正　　b－誤

　　③　 a－誤　　b－正　　　　④　 a－誤　　b－誤

C  　中世において，教皇は教皇領とよばれる広大な領地をイタリア半島中部に有し，その主権者

でもあった。盛期の教皇領は，法学で有名なヨーロッパ最古の大学が建てられた オ  の周

辺にまで及んだ。教皇庁は 14 世紀の一時期を除いてローマにおかれ，そのためⓕ教皇領は聖

俗両権の衝突の場となることもあった。教皇領はフランス革命およびナポレオン時代に大きな打

撃を受けた後，1870年，統一を進めるイタリア王国に併合された。これを不満とした教皇は，そ

の後半世紀以上にわたってイタリア政府と対立したが，1929年，ⓖムッソリーニ政権は教皇との

間に カ  条約を結び，ローマ市内に教皇を主権者とするヴァチカン市国の独立を認めた。

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。 ₂₈

　　①　オ－モンテ =カシノ　　カ－ラテラノ（ラテラン）

　　②　オ－モンテ =カシノ　　カ－ラパロ

　　③　オ－ボローニャ　　　　カ－ラテラノ（ラテラン）

　　④　オ－ボローニャ　　　　カ－ラパロ

オ カ

20年度MF_9_p020-034_世界史.indd   29 2019/11/19   17:58



－ 30 －

問９ 　下線部ⓕに関連して，教皇領を舞台に起こった諸事件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。 ₂₉

　　①　南イタリアを支配したノヴゴロド国は，教皇領にしばしば侵攻した。

　　②　フランス王フィリップ４世は，教皇をアナーニでとらえた。

　　③　イタリア戦争中，皇帝フランソワ１世はローマを強奪した。

　　④　「青年イタリア」のコシュートは，ローマを占領してローマ共和国を樹立した。

問₁₀ 　下線部ⓖに関連して，ムッソリーニ政権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。 ₃₀

　　

「ローマ進軍」でムッソリーニが首相に（1922）

↓

X

↓

アルバニアの保護国化（1926）

↓

第二次世界大戦に参戦（1940）

　　①　フィウメ併合　　　　②　ファシスト党の創設

　　③　エチオピア侵攻　　　④　ロンドン秘密条約
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－ 31 －

　イスラーム教の諸宗派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  　スンナ派（スンニー）は，イスラーム教における最大の宗派で，ムスリムの多数派を形成して

いる。スンナとは ア  を意味するアラビア語である。スンナ派は中東から，ⓐ中央アジア・

北インド・東南アジア・アフリカ・イベリア半島などへと広がったが，そこでは イ  とよ

ばれるイスラーム神秘主義者の働きが大きかったとされる。

　 　ムスリム商人の活動も，その拡大に大きく貢献した。アッバース朝が成立したころから海上

貿易が盛んとなり，ムスリム商人はアジア・アフリカ沿岸部の各地に来訪して交易を行った。

とりわけⓑインド洋貿易において，ムスリム商人は中心的役割を担ったが，10世紀以降，北東ア

フリカのイスラーム諸王朝が繁栄すると，ⓒアイユーブ朝やマムルーク朝の首都を拠点として，

紅海・インド洋貿易を独占的に行う商人団が現れた。

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。 ₃₁

　　①　ア－慣行・慣習　　　　イ－ウラマー

　　②　ア－慣行・慣習　　　　イ－スーフィー

　　③　ア－ムスリム共同体　　イ－ウラマー

　　④　ア－ムスリム共同体　　イ－スーフィー

問２ 　下線部ⓐに関連して，これらの地域の歴史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。 ₃₂

　　①　中央アジアでは，オアシス都市が栄えた。

　　②　北インドでは，アルハンブラ宮殿が造営された。

　　③　北インドでは，仏教やジャイナ教が成立した。

　　④　東南アジアの一部は，唐の支配を受けた。

第４問
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－ 32 －

問３ 　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。 ₃₃

　　 a　ジャンク船とよばれる三角帆の木造船が，交易に使われた。

　　b　アフリカ東岸では，スワヒリ語が共通語として広まった。

　　①　 a－正　　b－正　　　　②　 a－正　　b－誤

　　③　 a－誤　　b－正　　　　④　 a－誤　　b－誤

問４ 　下線部ⓒに関連して，アイユーブ朝・マムルーク朝の首都と，この商人団のよび名の組合

せとして正しいものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 ₃₄

　　①　ダマスクス－ソグド商人

　　②　ダマスクス－カーリミー商人

　　③　カイロ－ソグド商人

　　④　カイロ－カーリミー商人

B  　シーア派は，スンナ派に対立するイスラーム教の宗派で，ムスリム全体の約１～２割を占め

る。シーア派は，第４代カリフ  とその子孫のみに指導者の資格があるとして，ウマイ

ヤ朝以後のカリフを認めず，主流のスンナ派による弾圧を受け続けた。ⓓウマイヤ朝滅 

亡後，いくつかのシーア派王朝が成立したが，それらは支配者のみがシーア派であることがほ

とんどで，民衆レベルにまでシーア派が浸透することは少なかった。現在，イランではムスリ

ムの約 86％ほどがシーア派であるとされるが，これは 16 世紀初頭にイスマーイールによって

創設された エ  朝において，シーア派の一派である十二イマーム派が国教とされたことに

よる。

　 　中東の国々の中には，スンナ派とシーア派の微妙なバランスの上に国家運営がなされている

例も多く，ⓔイラクのように，宗派対立から内乱となることもある。

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－ムアーウィヤ　　エ－サファヴィー

　　②　ウ－ムアーウィヤ　　エ－カージャール

　　③　ウ－アリー　　　　　エ－サファヴィー

　　④　ウ－アリー　　　　　エ－カージャール

ウ
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－ 33 －

問６ 　下線部ⓓに関連して，10 世紀ごろのシーア派王朝の名称と，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。 ₃₆

b

a

アッバース朝

バグダード

　　①　ファーティマ朝－ a　　　②　ファーティマ朝－b

　　③　ブワイフ朝－ a　　　　　④　ブワイフ朝－b

問７ 　下線部ⓔに関連して，2003 年の米英軍の攻撃によって倒れたイラクの独裁政権の指導者

として正しいものを，次の①～④のうちから一つ選べ。

　　①　ホメイニ　　　②　サダム=フセイン

　　③　マルコス　　　④　ムバラク

C  　イスラーム教の改革派であるワッハーブ派は，18 世紀のアラビア半島に現れ，神秘主義や

シーア派を否定してイスラームの原点回帰を唱えた。ワッハーブ派は， 20 世紀にサウジアラ

ビアを建国することになる オ  家と結んで勢力を拡大し，アラビア半島にワッハーブ王国

を建設したが，19 世紀前半，ⓕムハンマド=アリーの攻撃に屈した。

　 　シーア派の一派で，イランで国教とされている十二イマーム派は，第12代のイマーム（指導者）

が終末の日にマフディー（救世主）として再臨するとの教義を有している。イスラーム世界に対す

る帝国主義諸国の圧迫が強まった19世紀には，各地にマフディーを名のる人物が現れた。たと

えばスーダンのムハンマド=アフマドがその一人で，彼を指導者とし，ⓖ1881年に始まったい

わゆるマフディー運動は，その後約20年スーダンを舞台に展開された。また，1848～ 52年に

イランで起こった カ  教徒の乱を指導したサイイド=アリー =ムハンマドは，最初は自らを

マフディーと民衆をつなぐ門と称したが，後にはマフディーと称した。

₃₇
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－ 34 －

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－サウード　　カ－バーブ

　　②　オ－サウード　　カ－シク

　　③　オ－ハーシム　　カ－バーブ

　　④　オ－ハーシム　　カ－シク

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。

₃₉

　　①　ウラービー運動を指導した。

　　②　エジプトの近代化を進めた。

　　③　ギリシア独立戦争で，オスマン帝国を支援した。

　　④　エジプト =トルコ戦争で，ヨーロッパ諸国の干渉を受けた。

問₁₀ 　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。 ₄₀

　　 a　フランスの支配に抵抗して戦った。

　　b　イェニチェリ軍団に鎮圧された。

　　①　 a－正　　b－正　　　　②　 a－正　　b－誤

　　③　 a－誤　　b－正　　　　④　 a－誤　　b－誤

オ カ

（世界史の問題は終わり）
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