
 

 

第 1回 6月 北大本番レベル模試 （2019年 6月 23日実施）  

採点基準 世界史 
 

※以下の加点ポイントは目安です（加点ポイントは＜ ＞でくくり、得点を○の中に記入）。実際は個々の答案

の状況に応じて採点しています。 

※学習の成果を少しでも拾いたいため、部分点はできるだけ与える方向で採点していますが、実際の入試では同

じ扱いとは限りません。完全な答案を目指して、しっかり復習しよう 

 

１ 中国貨幣経済史 （計 50点） 

 

問 2 （イ） 順不同 「均輸法」，「平準法」可 

 

問 3 （イ）4点満点 

 ※明らかな誤りがあった場合，全体から 1点減点（論述は，以下同）。 

  ①現住所の資産に基づいて課税される…1点 

  ②現住所の耕地面積に応じて課税される…1点 

  ③銭納の戸税…1点 

  ④穀納の地税…1点 

  ⑤夏・秋の 2回納税…1点 

  ⑥780年に楊炎が建言した…1点 

 

問４ イ）6点満点 

①宋を兄，遼を弟とする…1点 

 ※北宋 可 

 ※家人の礼 可 

②澶淵の盟…2点 

③銀…1点 

④絹…1点 

⑤宋が遼に歳幣を贈る… 1点 

 ※歳賜，贈り物 可 

⑥南宋が金に臣下の礼をとる…1点 

⑦歳貢…1点 

 ※贈り物 可 

⑧紹興の和議…1点 

 

問５  

（イ）６点満点 

①社会が安定化した…2点 

②開拓が進んだ …1点 

 ※北宋 可 

※多額 可 

 ※貢納 可 

③農耕地が増大した…1点 

 ※ 可 

④トウモロコシ…1点 

 ※アメリカ大陸原産の作物 可   

⑤サツマイモ…1点 

※アメリカ大陸原産の作物 可 



⑥人口を支えた…1点 

   ※人口増加 可 

問６  

 （イ）「阿片」 可 

 

問７  

（イ）6点満点 

①国共分裂…１点 

②国民党に追われた…１点 

 ※「共産党の形成不利であった」という文脈 可 

③武力蜂起を試みたが，失敗…1点 

 ※「土地改革を進めながら，各地に拠点を築き」可 

 ※「農村と緊密な関係をもつ紅軍（または工農紅軍）を組織し」 可 

④瑞金…１点 

 ※「江西省の山岳地帯」 可 

⑤毛沢東…１点 

⑥主席…１点  

 ※ 可 

⑦中華ソヴィエト共和国臨時政府…１点 

⑧敗退…１点 

 ※「共産党政権崩壊」可 

⑨長征…１点 

   ※「長い逃亡をへて」可 

   ※「逃避行」可 

⑩延安…１点 

   ※「陝西省」あっても可 

⑪「毛沢東の主導権が強まった」など…1点 

 

問８  

（ア）「澳門」可 

（イ）「特区」1点 

 

 

２ 近現代におけるインドの歴史（計 50 点） 

 

問 1  

(イ) （七年戦争），（1763年）が付記されていても可 

 

問２ 8点満点 

①ベンガル管区…2点 

 ※「地域」可 

②オリッサ・ビハール管区…各 1点 

 ※ 「地域」可 

③在地領主…2点 

 ※ 「ザミンダール」1点 

 ※「領主」1点 

④土地所有権を与える…2点 

※「領主を地主と認定して」可 

※「地主・領主を土地所有者と認定して」可 

⑤地税…1点 

 ※ 「地代の一部を地税として」可 

 ※「永代定額の地税」可 



⑥領主に納税させた…2点 

※「地主に」 可 

 ※「領主が納入する」など 可 

 ※「地主から徴収する」など可 

 

問 5 

（ア）8点満点 

①ヒンドゥーとイスラーム教徒（ムスリム）…２点 

②両教徒を反目させ…2点 

※「宗教的な対立を利用して」など可 

③反英運動を分断する…2点 

 ※「分裂させる」，「弱体化させる」可 

④反英運動の中心…1点 

 ※「反英運動の強い」可 

⑤ベンガル州…1点 

 ※「ベンガル地方」 

⑥イスラーム教徒の多い東ベンガルとヒンドゥー教徒の多い西ベンガル…2点 

 ※「ムスリムの州とヒンドゥー教徒の州」 可 

※「多数派」可 

※「ベンガル州を 2つに分割する」…1点 

   

（イ）4点満点 

①英貨排斥…1点 

 ※「イギリス商品ボイコット」，「イギリス製品の不買」可 

②スワデーシ…1点 

 ※「国産品愛用」，「国産品奨励」可 

③スワラージ…1点 

 ※「自治獲得」…1点 

 ※「自治」可 

④民族教育…1点 

 ※「民族教育の推進」可 

⑤4 綱領が決議された…1点 

 ※「採択された」可 

※「四大綱領」可 

※「実践綱領が掲げられた」可 

⑥ベンガル分割令反対…1点 

 

問 6 6点満点 

①インドの反英運動弾圧…2点 

②強圧的な法律…２点 

③逮捕状なしの逮捕…1点 

 ※「令状なしの逮捕」可 

④裁判手続きなしの投獄…1点 

 ※「裁判なしの投獄」可 

⑤反政府運動の取り締まりを目的…1点 

 ※「独立運動に備える」可 

 

問 7  

（ア）「マハトマ=ガンディー」可 

「モハンダス=（カラムチャンド=）ガンディー」可 

（イ）「サティヤーグラハ」1 点 

   ※「真理の堅持」可 

 



問 8 8点満点 

①カシミール…2点 

※「カシミール藩王国」 

②藩王…2点 

③インドへの帰属を表明した…1点 

 ※「インド加入を決定」可 

④ヒンドゥー教徒…2点 

⑤住民の多く…2点 

 ※「大半」可 

 ※「60%」可 

⑥イスラーム教徒…２点 

   ※「ムスリム」可 

 

問 9 「バングラデシュ人民共和国」可 

    

 

３ 近現代におけるイスラーム世界とヨーロッパ世界の対立 （計 50点） 

問１ 

(イ) 「プレヴェザの戦い」可 

 

問２ 

(イ) ４点満点 

①オスマン帝国は…１点 

②ユダヤ教徒やキリスト教徒の共同体（ミッレト）に対し…１点 

 ※「非イスラーム教徒」可 

 ※「ギリシア正教会・アルメニア教会・シリア教会・コプト教会」可  

 ※「啓典の民として」可 

※「ズィンミー制」可 

③納税を条件に…１点 

 ※「法に定められた」可 

④自治を認めた。…１点 

 ※「慣習や自治」可 

 ※「保護を与えられた」可 

⑤イスラーム教は強制しない…1点 

 

問３ 

(ア) 「ヴェストファ－レン条約」可 

(イ) ６点満点 

①諸侯（領邦国家または領邦君主）に…２点 

②主権が認められた…２点 

 ※「国家主権の不可侵性が確認された」可 

③神聖ローマ帝国内（ドイツ）の諸侯の分立状態が決定的となった。…２点 

 ※「神聖ローマ帝国が事実上崩壊した」可 

 ※「有名無実化した」可 

 ※「諸侯の独立性が強まった」可 

 

問４ 

(ア) （オスマン帝国内の）ギリシア正教徒の保護 

 ※「オスマン領内」可 

 ※「正教徒」可 

(イ) ６点満点 

①ダーダネルス…２点 



②ボスフォラス…２点 

③軍艦通過禁止。…２点 

※「航行が禁止された」可 

④1840 年のロンドン条約…1点 

⑤黒海の中立化…1点 

⑥軍事基地建設禁止…1点 

 

問５ 

(ア) 「汎スラヴ主義」可 

(イ) ６点満点 

①（1878年の）サン＝ステファノ条約で…１点 

②ロシアの保護下の自治国，…２点 

 ※「領土を拡大」あっても可  

③（同年の）ベルリン条約で…１点 

④オスマン帝国内の自治国となり，…１点 

 ※「自治公国」 

 ※「領土を縮小」あっても可 

⑤独立を達成できなかった。…１点 

 

問６ 

(ア) 「バルカンは」あっても可 

   「 」がなくても可 

 

問７ 

(イ) 「憲法制定」，「立憲政」可 

  ※「西洋的な国民国家」1点 

 

問８ ８点満点 

①西欧をモデルに，…１点 

②スルタン制，カリフ制を廃止…１点 

 ※「1922 年にスルタン制」可 

 ※「1924 年にカリフ制」可 

③大統領に就任…１点 

④（トルコ）共和国憲法を発布…１点 

⑤政教分離（脱イスラーム化）…１点 

 ※「イスラーム教の非国教化」可 

 ※「国家を世俗化」可 

⑥太陽暦を採用，…１点 

 ※「ヒジュラ暦の廃止」可 

 ※「グレゴリウス暦の採用」可 

⑦女性参政権を認め…１点 

  ※「女性参政権の確立」可 

  ※「女性解放」可 

  ※「一夫多妻制の廃止」可 

⑧（アラビア文字に代えて，）ローマ字を採用…1点 

  ※「アラビア文字のローマ字化（表記）」可 

⑨伝統的な服装廃止・洋服の導入…1点 

  ※「トルコ帽・チャドル（ベール）の廃止（着用禁止）」可 

⑩近代化に努めた…１点 

 ※「共和主義・国民主義・世俗主義をかかげた」可 

 ※「西洋型の（西洋をモデルとする）近代国家建設を推進」可 

⑪トルコ人の歴史とトルコ語教育でトルコ=ナショナリズムの育成を図った…1点 
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