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世界史（共通テスト対応）（2021 年 12 月 3 日改訂） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■□■ 目次 ■□■ 
各単元内の学習項目は、TLT ソフトの解説もしくは問題データの一部を自動的に抽出したものです。 

 

１．古代オリエントと地中海世界 
   人類の進化について述べた文①～④から，下線… 
   先史時代の人びとの生活について述べた次の文… 
   家畜についての次の文から，正しいものを一つ… 
   次の絵はフランスで発見された洞窟遺跡の壁面… 
   古代オリエントについて，次の文から誤りを含… 
   ヒッタイトに関して述べた次の文①～④のうち… 
   古代の文字について述べた次の文から，正しい… 
   鋳造貨幣が初めてつくられた地域として正しい… 
   次の史料は，ヘロドトスの『歴史』の一節であ… 
   ヘロドトスの『歴史』で記されている「王の道… 
２．西洋文化の源流 ギリシア・ローマ 
   クレタ文明について述べた次の文①～④のうち… 
   古代ギリシア人に関して述べた次の文から，正… 
   古代ギリシア人の植民活動に関して述べた次の… 
   前６世紀のアテネにおいて，負債を帳消しにし… 
   次の文から正しいものを一つ選べ。＜追試＞ 
   ペリクレスと同時代にアテネで活躍した人物の… 
   ギリシアの演劇と宗教について述べた次の文か… 
   アリストファネスの喜劇『蛙（かわず）』が上… 
   古典ギリシア・ヘレニズム時代の学問について… 
   古代ギリシアの文化に関して，下線部の誤って… 

   ギリシア人が話したギリシア語と同じインド＝… 
   アレクサンドリアで活躍した学者の活動を述べ… 
   王政末期のローマを支配していた王は, 系統… 
   前 218 年，アルプス越えでローマに侵入した… 
   ラティフンディウムの形成を促進した要因とし… 
   共和政期ローマの属州について，正しく述べて… 
   スパルタクスの乱の起こった紀元前１世紀前半… 
   ローマ共和政末期の内乱について正しく述べて… 
   カエサルについて述べた次の文から，誤りを含… 
   プトレマイオス朝エジプトについて述べたあと… 
   アウグストゥスによる元首政について，説明文… 
   ２世紀初めのローマ帝国の領域を示す地図とし… 
   紀元３世紀ごろのローマ帝国の状況を説明した… 
   コンスタンティヌス帝の政策について述べた次… 
   コロヌス制について述べた文として誤っている… 
   民族大移動に先立つ時代のゲルマン人社会につ… 
   北アフリカの出身で，『神の国』を書いてキリ… 
   ローマ帝政期の文学について述べた次の文①～… 
   次にあげたローマ帝政期（１～２世紀ごろ）の… 
   古代ローマの文化遺産であるローマ法の歴史に… 
   東ローマ（ビザンツ）帝国について述べた次の… 
   ６世紀になって古代ローマ法の大規模な編纂事… 

世界史Ｂに対応しています。 

※世界史Ａを選択している方は、近現代史を中心に学習してください。 

この教材で出題される問題は、全て選択方式です。過去にセンター試験（本試験・追試験）に，

実際に出題された問題を中心に，今後共通テストで出題されそうな重要問題を加え，単元別に

収録してあります。共通テスト対策としてご利用ください。 

※「大学受験世界史」のマスター者を対象としています。 

 

   



 
 

~ 2 ~ 
 

３．古代アジア世界の成立と発展 
   西周に関して，次の文から正しいものを一つ選… 
   「皇帝」の称号の始まりについて述べた次の文… 
   戦国時代の燕と斉に関連して，次の文から正し… 
   次の文から正しいものを一つ選べ。＜追試＞ 
   中国に「南侵」した民族の例として正しいもの… 
   遼東半島を領有した国として正しいものを，次… 
   唐の都長安について述べた次の文のうち，誤り… 
   唐の官僚制度について述べた次の文から，正し… 
   唐の皇帝とその時代について述べた文①～④か… 
   唐代の国際関係について述べた次の文から，誤… 
   下の絵の建造物はパキスタンに位置する。この… 
   古代インドについて述べた次の文から，正しい… 
   次の絵ａ，ｂの説明として最も適当なものを，… 
   古代インドに関する次の地図の地点ａ～ｄにつ… 
   カースト制度について述べた次の文①～④のう… 
   中国との交渉が国家形成の一つの契機となった… 
   下の絵の建造物はジャワに位置する。この建造… 
   作者不明の『エリュトゥラー海案内記』に書か… 
   中央アジアのオアシス都市について述べた次の… 
   中央アジアの遊牧民について，次の文から正し… 
   ソグド人について述べた文として正しいものを… 
４．イスラーム王朝の成立と発展 
   預言者ムハンマドに関連して述べた次の文①～… 
   アラブ人は，７世紀にイラクやシリア・エジプ… 
   ７世紀はじめにアラビア半島でイスラーム教が… 
   カリフが政治的実権を失った時期として，適当… 
   イスラームの諸王朝について述べた次の文から… 
   歴史的事実として正しいものを，次の文から一… 
   セルジューク朝の領域に含まれた地方の名とし… 
   サマルカンド地方を領有した勢力を，年代順に… 
   イル＝ハン国について述べた次の文から，正し… 
   イブン＝タイミーヤが著した「モンゴル人の大… 
   イスラーム世界の拡大・発展に関して述べた次… 
５．イスラーム世界の社会とくらし 

   ジズヤとハラージュに関して，正しく述べてい… 
   イクター制について述べた次の文①～④のうち… 
   「マムルーク」の訳語として最もふさわしいも… 
   シーア派について述べた次の文①～④のうちか… 
   イスラーム神秘主義（スーフィズム）に関連し… 
   イスラーム世界における軍人奴隷の一般的呼称… 
   イスラーム諸王朝の軍事力の中心はカリフ（ス… 
   イベリア半島のイスラーム文化について，正し… 
   インド＝イスラーム文化の具体例として適当で… 
６．中世ヨーロッパ世界の成立と発展 
   フランク王国に関して述べた，次の文から正し… 
   フランク王国に関連して述べた次の文から，正… 
   ノルマン人について，次の文から誤りを含むも… 
   西ヨーロッパ中世社会における騎士について述… 
   世俗貴族に関して述べた次の文から，誤りを含… 
   11 世紀以降の西ヨーロッパで農業生産力が飛… 
   11～13 世紀の西ヨーロッパ世界での商業の… 
   イタリア商人は中世中期になると，アルプスを… 
   北海・バルト海に関連して述べた次の文①～④… 
   （ ）に入るローマ教皇名として正しいものを… 
   教会と世俗世界の関係について述べた次の文①… 
   第４回十字軍がコンスタンティノープルを占拠… 
   地中海に関連して，地中海沿岸地域について述… 
   中世西ヨーロッパ各地の王権について述べた次… 
   身分制議会について述べた次の文①～④のうち… 
   イギリスとフランスの領土争いについて，次の… 
   下の図は 14～15 世紀の北西フランスの人口… 
   西ヨーロッパの 14～15 世紀は一般に「封建… 
   神聖ローマ皇帝に関連して述べた次の文①～④… 
   神聖ローマ帝国に関して述べた次の文から，正… 
   次の文から正しいものを一つ選べ。＜追試＞ 
   ビザンツ帝国では７世紀ごろから，兵士や小農… 
   中世東ヨーロッパにおける民族と国家の組合せ… 
   ロシアおよび，ボヘミア（ベーメン），ハンガ… 
   15 世紀のロシアにおいて，農民の移動の自由… 
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７．西ヨーロッパ世界の中世文化 
   中世ヨーロッパの大学について述べた次の文①… 
   12～13 世紀ごろの南フランスの文学活動を… 
   12～13 世紀の西ヨーロッパ文化について述… 
   ヨーロッパ中世の学問は神学が支配的であった… 
８．東アジア世界の発展 
   唐・宋時代に設けられた海外貿易の管理機関と… 
   金について述べた次の文①～④のうちから，正… 
   テムジンがハンに推戴された遊牧諸部族の集会… 
   元の中国統一後の政策について，正しく述べて… 
   チンギス＝ハンの子孫とその征服地を示した次… 
   元朝の対外政策とそれが周辺の諸国に与えた影… 
   元代の東西文明の交流に関して述べた次の文か… 
   下図はマルコ＝ポーロが元朝を訪問したときの… 
   マルコ＝ポーロが中国で実際に見たと考えられ… 
   マルコ＝ポーロと前後して，元朝を訪問した旅… 
   モンゴル人の元帝国は，広くユーラシア大陸を… 
   高麗について，次の文から正しいものを一つ選… 
   両班について述べた，次の文①～④のうちから… 
   明の政治制度のうち，永楽帝の時に皇帝を補佐… 
   永楽帝は，1421 年に遷都を行ったが，その… 
   15 世紀に中国から海外に派遣された鄭和の遠… 
   15～16 世紀の東アジアの通商について述べ… 
   明代の中国に南海の物産を輸出することで繁栄… 
   明の中期以降における中国の経済の発達につい… 
   明では 16 世紀後半から新しい税法が普及した… 
   16 世紀の中国の儒学について述べた説明とし… 
９．近代ヨーロッパ世界の成立と発展 
   15 世紀初めにカスティリャ王の使節としてテ… 
   15 世紀末に大航海時代が始まった要因として… 
   大航海時代にヨーロッパ諸国が外洋航海に用い… 
   ポルトガルは，1494 年のトルデシリャス条… 
   次の文から正しいものを一つ選べ。＜追試＞ 
   次の諸半島の 16 世紀における状況について述… 
   下の２つの図は，近代イギリスの貿易構造の一… 

   16～18 世紀に，ヨーロッパ人のアメリカ大… 
   17 世紀初めのオランダのアジア進出について… 
   次の文から正しいものを一つ選べ。＜追試＞ 
   メディチ家が事実上の君主として支配した都市… 
   15～16 世紀に活躍した文人・芸術家として… 
   次の文章は宗教改革と同じ時代に生きた，ある… 
   次の文章の中から下の作品が創作された時代を… 
   16 世紀の文学的なことがらとして，下線部の… 
   16 世紀ドイツの都市と農村の状況について述… 
   ボヘミア（ベーメン）では 15 世紀前半に，後… 
 １０．近代絶対主義国家の盛衰 
   スペインに関して述べた次の文から，正しいも… 
   イギリスで絶対王政が始まった要因として適当… 
   イギリスにテューダー朝が成立し，絶対王政の… 
   エリザベス１世に関連して述べた次の文から正… 
   エリザベス１世のオランダ独立戦争への対応に… 
   エリザベス１世の治世に活躍した文人・芸術家… 
   エリザベス１世がイギリスを統治していた時期… 
   リシュリューについて述べた次の文①～④のう… 
   1648 年のウェストファリア条約について正… 
   ルイ 14 世（位 1643～1715 年）の治世… 
   フランスの王権の伸長に関連して述べた次の文… 
   ノルウェー，スウェーデン，デンマークの３王… 
   ロシアの強大化の過程について述べた文として… 
   北方戦争について述べた次の文から，正しいも… 
   エカチェリーナ２世の治世末期におけるロシア… 
   プロイセンでは 15～16 世紀ごろから，農民… 
   17～18 世紀ごろのユンカー（グーツヘル）… 
   マリア＝テレジアをめぐる歴史的事実を述べた… 
   次の文から正しいものを一つ選べ。＜本試＞ 
   18 世紀のヨーロッパ政治について，正しく述… 
   重商主義の経済政策に関連して，正しいものを… 
   啓蒙主義の時代に関連して述べた次の文①～④… 
   フランス古典主義の文学者として適当でないも… 
   18 世紀フランスのヴォルテールに代表される… 
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   下の文は，フランスのある啓蒙思想家の著作で… 
 １１．市民革命とその影響 
   17 世紀，アイルランドを征服し，イギリスの… 
   アメリカ独立革命以前のイギリスについて正し… 
   17 世紀後半に, イギリスで「権利の章典」… 
   17 世紀後半に, イギリスで「権利の章典」… 
   17 世紀後半に, イギリスで「権利の章典」… 
   17 世紀の二つの市民革命に関連して述べた次… 
   18 世紀，イギリスで進行した第２次囲い込み… 
   18～19 世紀前半までのイギリスの社会経済… 
   下線部の正しいものを一つ選べ。＜追試＞ 
   産業革命に関連して述べた文として誤りを含む… 
   次の図を参考にして，17 世紀後半から 19 世… 
   19 世紀半ばイギリスは「世界の工場」と呼ば… 
   下図は，1780～1900 年の世界の工業生… 
   フランスにおいて普通選挙を定めた憲法を制定… 
   ナポレオンが大陸封鎖令を出した都市を，次の… 
   下の絵は，スペインに侵入した外国軍に対して… 
   ヨーロッパにおける市民社会の成長と資本主義… 
   次の文から誤りを含むものを一つ選べ。＜追試… 
   アメリカのイギリス植民地支配からの離脱にか… 
   合衆国憲法に関連して述べた次の文①～④のう… 
   1776 年，大陸会議が発表した独立宣言につ… 
   国際戦争でもあった独立戦争は，初めはアメリ… 
   18 世紀末から 19 世紀初めのアメリカ合衆国… 
   19 世紀初めから半ばにかけて，アメリカ合衆… 
   次の文は，アメリカ合衆国初代大統領ワシント… 
   南北戦争に関連して述べた次の文から，正しい… 
   アメリカ合衆国の領土拡大に関して正しく述べ… 
   ウィーン会議とその体制の崩壊過程について述… 
   中南米の独立に関して，正しいものを一つ選べ… 
   フランスのドラクロワは，七月革命を題材とし… 
   1848 年に起こった出来事とその結果につい… 
   19 世紀ドイツの政治的再編成の過程で結成さ… 
   イギリスにおける選挙法改正と労働党について… 

   近代民主主義に関連する次の文から，誤りを含… 
   1863 年のポーランド反乱に関連して述べた… 
   近代ロシアの改革や反体制運動について正しく… 
 １２．アジア諸国の発展 
   14 世紀の中央アジアに現れた大征服者に関し… 
   トルコ人は，11 世紀以降今日のトルコ共和国… 
   マルコ＝ポーロが 1295 年に帰国した直後に… 
   オスマン帝国が覇権を握る過程で行ったことと… 
   オスマン帝国について述べた次の文①～④のう… 
   次の地図は，13 世紀後半の西アジアの政治地… 
   ムガル帝国に関して述べた次の文から，正しい… 
   アクバルおよびアウラングゼーブの事績につい… 
   アクバルによって推進されたインド統一は，ア… 
   インドの諸勢力について述べた，次の文①～④… 
   次の文①～④のうちから，ムガル帝国の没落の… 
   ムガル帝国は，18 世紀以降の国内分裂と外国… 
   イスファハーンにある「王（シャー）のモスク… 
   満州文字を用いた王朝として正しいものを一つ… 
   清が中国の支配を確立するまでの過程について… 
   清について述べた次の文①～④のうちから，誤… 
   清による支配に関連して述べた次の文から，正… 
   清はロシアと国境を画定し，その広大な領域を… 
   清代の学問の主流であった考証学について述べ… 
   「清代の思潮」に関連して述べた次の文①～④… 
   17～18 世紀の東アジアの貨幣と物価に関連… 
   明，清時代の中国人の海外活動に関連して述べ… 
   下の図は，17～18 世紀の中国の人口の趨勢… 
 １３．帝国主義から世界大戦への道① 
   19 世紀末から第一次世界大戦までの帝国主義… 
   太平洋・オセアニア地域への列強の進出につい… 
   19 世紀半ばから 20 世紀初頭にかけての太平… 
   パナマ運河に関連して述べた次の文から，正し… 
   スエズ運河に関して述べた次の文から，正しい… 
   19 世紀にオランダ領東インドでとられた経済… 
   19 世紀にインド人が移住した南アフリカにつ… 
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   第一次世界大戦前にイギリスの支配下にあった… 
   19 世紀のアフリカの植民地化やそれへの抵抗… 
   アフリカに関して述べた，次の文の中から正し… 
   次の地図は，1914 年ごろのアフリカ分割状… 
   ヨーロッパ列強の圧迫に直面した諸地域の動向… 
   18 世紀以降，アジア諸国は列強に従属させら… 
   トルコ共和国での文字革命による文字体系の変… 
   イギリスのアジア進出について述べた次の文か… 
   イギリスによるインドの植民地化について述べ… 
   イギリス・インド・中国の三国間の貿易につい… 
   イギリスが南アジアを植民地化していく過程で… 
   地図は 1805 年のインドの政治状況を示した… 
   イギリスのインド支配について述べた，次の文… 
   太平天国とその時期の中国の状況について述べ… 
   日清戦争後の情勢として，下線部の誤っている… 
   康有為について述べた次の文①～④のうちから… 
   清末の改革と革命の動きについて述べた次の文… 
   辛亥革命の経過を順を追って述べた次の文から… 
   20 世紀に入るころアジア各地でも，国民とい… 
   ロシアの東方への領土拡大について述べた次の… 
   ヴィッテが活躍した前後のロシアの出来事につ… 
   クリミア戦争に関連して述べた次の文から，正… 
   1878 年のサン＝ステファノ条約で独立が承… 
   万国平和会議は，1899 年と 1907 年の二… 
   第一次世界大戦前のバルカン半島の状況につい… 
 １４．帝国主義から世界大戦への道② 
   第一次世界大戦前後の東ヨーロッパ諸国の動向… 
   第一次世界大戦開戦時のヨーロッパ諸国の状況… 
   第一次世界大戦の経過について述べた次の文か… 
   ロシア革命とそれに続く時期の諸党派の動きに… 
   第一次世界大戦後のパリ講和会議に関連して述… 
   パリ講和会議に関連して述べた次の文①～④の… 
   第一次世界大戦後の西アジアにおける，イギリ… 
   アメリカは第一次世界大戦を契機にイギリスと… 
   1920 年代のヨーロッパの状況について述べ… 

   両大戦間期にアメリカは，国際連盟には加盟し… 
   次のグラフは，イギリスの全国民に対する有権… 
   アイルランド問題について述べた文として正し… 
   第一次世界大戦後のアジアの民族運動に関して… 
   次の中から民族自決の動きに逆行するものを一… 
   中国共産党の結成までの歴史について述べた次… 
   清末以降の中国人海外渡航者の運動について，… 
   20 世紀に入ってからのインドの民族運動をめ… 
   世界恐慌の時代に欧米諸国でとられた経済政策… 
   アメリカ合衆国におけるテネシー河域開発公社… 
 １５．第二次世界大戦と戦後世界 
   1930 年代の中国共産党の活動について，正… 
   中国共産党が長征の途上で発した「宣言」につ… 
   中国革命と国民党に関して，次の文から正しい… 
   中国の軍閥や軍隊について述べた，次の下線部… 
   下の地図は，第二次世界大戦前におけるバルカ… 
   次の絵は，ピカソの「ゲルニカ」である。この… 
   ヒトラーによる東方侵略の段階を示した順番と… 
   下の地図は，第二次世界大戦後にヨーロッパで… 
   第二次世界大戦で中立を維持した国として正し… 
   第二次世界大戦は独ソ戦に焦点をあてれば，社… 
   第二次世界大戦時のヨーロッパ戦線に関して正… 
   1944 年６月に連合軍の上陸作戦が行われた… 
   1948 年，パレスチナにユダヤ人国家である… 
   第二次世界大戦時のユダヤ人に関連して述べた… 
   第二次世界大戦後，戦争犯罪を裁く世界史上は… 
   第二次世界大戦におけるアメリカに関連して述… 
   1949 年のドイツ分裂の過程について述べた… 
   第二次世界大戦後のヨーロッパについて述べた… 
   インド独立について述べた次の文から，正しい… 
   インド共和国の初代首相に就任した政治家の名… 
   インディラ＝ガンディーの説明として正しいも… 
   第二次世界大戦後に，初めて成立した南アジア… 
   南アジアの独立過程およびその後に発生した国… 
   第二次世界大戦前後の東南アジア各国の状況を… 
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   第二次世界大戦後の東アジア地域における東西… 
   朝鮮の米ソによる分割占領の境界線として正し… 
   中華人民共和国成立後の政治経済に関して述べ… 
   インドと中華人民共和国の対外関係について述… 
   1950 年代から 1960 年代にかけて社会主… 
   次の文①～④から正しいものを一つ選べ。＜本… 
   20 世紀に入ってからの太平洋・オセアニア地… 
   「冷戦」を特徴づける軍事同盟として誤ってい… 
   第二次世界大戦後の国際紛争について述べた次… 
   東西対立に関連して述べた次の文①～④のうち… 
   第二次世界大戦後におけるベトナム人の戦争相… 
   ベトナムについて述べた，次の文の下線部の誤… 
   第二次世界大戦後に起こった戦争について述べ… 
   次の文の下線部に述べられた人物の名として正… 
   1960 年代半ばに，人種差別の撤廃を定めた… 
   アフリカの独立について次の文①～④のうちか… 
 １６．冷戦の終わりと現代の世界 
   韓国の軍人出身大統領の時代について述べた次… 
   1970 年のイラン・シーア派指導者ホメイニ… 
   1973 年の第四次中東戦争後，石油危機が起… 
   フォークランド諸島（マルビナス諸島）の領有… 
   下線部の誤っているものを一つ選べ。＜追試＞… 
 １７．総合問題（宗教史） 
   ギリシアやインドの神話の神々についての次の… 
   次のうち儒教の経典に含まれるものはどれか。… 
   中国の仏教について述べた次の文から，誤りを… 
   ２世紀に太平道などの宗教結社を中心におこっ… 
   仏教に関連して述べた次の文①～④のうちから… 
   朝鮮の仏教について述べた次の文から，誤りを… 
   インドの仏教について正しく述べた文を一つ選… 
   仏教寺院の仏塔の用途について正しく述べてい… 
   インドで生まれた仏教は東南アジアの宗教・文… 
   南アジアにおける宗教政策について述べた次の… 
   現在の南アジアの宗教分布の概要を示した次の… 
   次の絵は，中部インドに残るエローラ石窟寺院… 

   ゾロアスター教について述べた次の①～④のう… 
   インドネシアの宗教に関して，誤りを含むもの… 
   東南アジアの宗教分布に関して，下線部の正し… 
   東南アジアのイスラーム教の歴史について，正… 
   チベット仏教について述べた次の文①～④のう… 
   下の絵の建造物はチベットに位置する。この建… 
   カルヴァンの教説が商工業者に受け入れられた… 
   イギリスにおける宗教問題について述べた①～… 
 １８．総合問題（中国通史） 
   則天武后とその時代について述べた文として，… 
   次の文から適当でないものを一つ選べ。＜追試… 
   次の文から正しいものを一つ選べ。＜追試＞ 
   中国の皇帝と周辺諸国の首長との関係について… 
   冊封体制について述べた文章にある，下線部の… 
   中国の海上交易について述べた，次の文から正… 
   中国と朝鮮半島との関係について述べた文から… 
   中国の大運河に関して述べた次の文から，正し… 
   次の地図はいつの時代の状況を示しているか。… 
   中国の支配者層について述べた次の文から，正… 
   女真族について，次の文から正しいものを一つ… 
   北方民族の侵入に備えて築かれた中国の「長城… 
   長江以南の発展について述べた次の文①～④の… 
   王朝交替に関して，次の文から正しいものを一… 
   中国の土地制度および大土地所有について述べ… 
   中国歴代王朝の西域への勢力拡大について述べ… 
   次の文から正しいものを一つ選べ。＜本試＞ 
   中国の軍事技術について述べた次の文から，正… 
   科挙について述べた次の文から，正しいものを… 
   中国における近代西洋文明の導入の発端である… 
   清末の西太后について述べた文として正しいも… 
   広州を拠点とする革命運動について述べた次の… 
   中国・ベトナム両国の間に展開された歴史につ… 
   中国史上の土地問題と農民運動について正しく… 
 １９．総合問題 
   印刷術の発明ないし普及について，正しく述べ… 
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   荘園制に関して，次の文から正しいものを一つ… 
   紀年法や暦法について，次の文から正しいもの… 
   天文学について述べた，次の文から誤りを含む… 
   インカ文明などアメリカ大陸の諸文明に関して… 
   北アジアの遊牧民族について述べた次の文①～… 
   遊牧部族の国家について正しく述べたものを，… 
   アフリカの王朝について述べた，次の文から誤… 
   ソンガイ王国のおおよその位置として正しいも… 
   アフリカにおける奴隷貿易について述べた次の… 
   東南アジアの民族紛争の原因の一つとして，旧… 
   オランダ領東インド（現インドネシア）の，主… 
   ベトナムの歴史について述べた次の文①～④の… 
   ジブラルタル海峡に関して，次の文から正しい… 
   イギリスの地主階級の呼称として正しいものを… 
   14～15 世紀の文学作品として誤っているも… 
   次の文から誤りを含むものを一つ選べ。＜本試… 
   国際貿易港について正しく述べているものを一… 
   次の文から正しいものを一つ選べ。＜追試＞ 
   18 世紀に活躍したイギリスの探検家の名とし… 
   近代スペインの統一言語となったのは，カステ… 
   次の文は女性の活躍について述べたものである… 
   イギリスにおける婦人参政権について述べた次… 
   革命について，次の文から誤りを含むものを一… 
   西ヨーロッパの政党・結社について述べた次の… 
   第２インターナショナルとかかわりをもった各… 
   鉄道について次の文から，誤りを含むものを一… 
   下の地図ａ～ｄは，それぞれある時点における… 
   今日の西アジアには，アラブ人，イラン人，ト… 
   フランスと太平洋・オセアニア地域との歴史的… 
   次の地図の矢印は，19 世紀初めから 20 世紀… 
   世界戦争に関連して述べた次の文①～④のうち… 
   アメリカ合衆国について述べた次の文①～④の… 
   ロシアまたはソ連と中国との間に結ばれた条約… 
   アメリカ合衆国の対外政策について正しく述べ… 
   アメリカ合衆国について述べた次の文から正し… 

   アメリカ合衆国の二大政党について述べた次の… 
   諸地域の併合や分離についてのべた，次の文か… 
   今世紀に入って石油は，石炭にかわって主要な… 
   植民地の独立について，次の文から正しいもの… 


