
4.21～4.25 ３年生社会科の課題 

 

１．地域研究Ⅰ（世界史：学術文科・理科共通） 担当：小沼 

①「Ａ４白紙」もしくは「ルーズリーフ」を準備（後日提出してもらい、評価に加えます） 

 １枚の裏表両面で１回分の提出です 

（１枚のプリントに２回分の課題解答を書かないように） 

②①で準備した用紙の表の上部に 

  「××××年度センター世界史Ｂ ３年×組×番氏名××× ××月××日」と記入 

   例：2001年度センター世界史Ｂ ３年０組０番小沼達哉 ４月２１日 

③「サイバーカレッジ センター」で検索 

http://www.cybercollege.jp/center/index.php 

④「掲載過去問題一覧」から年度を選ぶ（2001年度～2019年度） 

⑤「科目」で「世界史Ｂ」の「問題」をクリック【4/21～25の課題は 2001年度】を選ぶ 

⑥「掲載過去問題一覧」右横にあるパスワードを入力 例：2001 年度の問題なら

「center2001」 

⑦PDF形式でセンター試験過去問が開きます 

⑧②で準備した用紙に解答番号（だいたい１～４０程度）とあなたの解答を記入 

⑨⑤で「解答」を開いて自己採点する 

⑩「トライイット 高校世界史」で検索し、以下の動画を見ておくと良いです 

https://www.try-it.jp/k/social_world_history_b/ 

帝国主義の時代、世界分割と列強の対立、帝国主義と東アジア、帝国主義とアジアの民族

運動、第一次世界大戦とロシア革命、ヴェルサイユ体制とワシントン体制、第一次世界大

戦後の欧米諸国、戦間期のアジア諸地域、世界恐慌とファシズム諸国の侵略、第二次世界

大戦と戦後秩序の形成、米ソ冷戦の時代、冷戦の激化と西欧・日本の経済復興、第三勢力

の台頭と米ソの歩み寄り、自立を強める東アジア、アジア諸地域の紛争、経済危機と冷戦

の終結、現代文明と各地の紛争 

 

２．地域研究Ⅱ（日本史：学術文科） 

 ① センター日本史 B過去問  2010年～2011年を解く 

 ② 3年分から一年度を選び，誤答ノートを作成し提出する。（評価対象） 

※ センター日本史 B過去問  参考サイト 「日本の学校」，「サイバーカレッジ セ

ンター」等を利用可能 

※ 時代，テーマごとに知識を体系的に整理すること。 

 

 



 

３．地域研究Ⅱ（日本史：学術理科） 

 ① 第 2章 律令国家の形成（1，2）：教科書 p34～p44，日本史準拠ノート（啓隆社 昨

年度近現代分野で使用・配布済み）p16～21ノートまとめをする。 

  ※ 必ず資料集の該当箇所と確認する。 

 ② NHK日本史講座視聴 No4～N6 →  

  ※ ①は授業開始後にノート提出をする（評価対象とする） 

 

４．地域研究Ⅲ（地理：学術文科・理科） 

 『ウィニングコンパス地理の整理と演習』６～７頁の問題を解く。リピートノートにや

り、最初の授業日に提出すること（評価対象とします）。 

 

５．現代社会構造（学術文科・理科） 

  「現代社会構造」の授業は、１年生の時に勉強した「現代社会」でやらなかった 

ところから始めます。よって、授業は教科書ｐ126の国際政治の分野から始めます。 

  今回の課題は、教科書ｐ126～134に関する問題のｐｄｆ『現社構造 p126～ｐ128国家 

主権と国際法』と『現社構造ｐ129～ｐ134国際連合の役割』を見て、自分で準備したノ 

ートにその答えを書いてください。ノートは最初の授業で回収して点検します。（評価に 

入れる） 



第２編第４章 国際政治の動向と日本の役割 

28 国家主権と国際法 

 

１ 国際社会の成立と特質 

(1)１     国家……ヨーロッパで成立した国際社会を構成する単位 

①２                 条約締結(1648年) 

↓三十年戦争の終結 

ローマ教皇の権威が弱まり，国家に権力が集中 

②１     国家の歴史 

当初，君主主権の思想に基づく３         国家として誕生 

↓フランス革命(1789年)などの市民革命 

４     主権の思想が広まり，４     国家が誕生 

↓ヨーロッパの国は，アメリカ，アジア，アフリカなどを植民地支配 

第二次世界大戦後  植民地は５               を掲げて旧宗主国に抵抗 

↓植民地が独立，多くの１     国家が誕生 

国際社会は大国の意思がとおりやすい性格をもつ 

２ 国際法の意義 

(1)６       ……国家間の関係を規定し，国際的秩序を規定する法 

↓７     法の立場から，６       を体系化 

８           ……「６       の父」として知られる。 

主著『９              』（1625年） 

(2)国際法の分類 

①10           ……大多数の国家により，慣習的におこなわれている一般慣行 

②11     ……国家間の明示的合意によって成立。「合意は拘束する」の原則に基づき，締結し

た当事国にのみ，効力がおよぶ 

(3)日本での 11     批准の過程 

 

 

 

 

12      

３ 国際裁判制度 

(1)国際裁判制度……国家間の紛争を平和的に解決するための手段 

(2)13         裁判所(1901 年設立)……国家間の紛争の仲裁・調停をおこなう。加盟国が

任命した裁判官から，紛争当事国が裁判官を選び，話しあいによって紛争の処理を進める 

(3)14         裁判所(ＩＣＪ)(1945 年設立)……15         の主要機関の一つ。

国際紛争を平和的に解決 

問題点   16           権をもたない 

……紛争当事国双方が同意しない限り裁判を始められない 

裁決の強制力は弱い 



→有効に機能しているとはいえない 

(4)17         裁判所(ＩＣＣ)(1998年設立条約採択，2003年発足) 

……集団殺害(ジェノサイド)犯罪，人道上の犯罪，戦争犯罪，侵略犯罪を犯した個人を直接裁く常

設の裁判所。所在地はオランダのハーグ 

裁判所への提訴権 加盟国と国連の安全保障理事会，ＩＣＣの検察官がもつ 

(5)国際海洋法裁判所(1996年)……海洋での事件に対応する常設の裁判所 

 

ステップアップ 

(1)国家に関する記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 

①主権国家を単位とする国際社会は，国際連盟の設立前には成立していない。 

②国際法において，国家の領域は，領土・領海・領空によって構成されている。 

③国際連合(国連)総会では，国連の加盟国は，主権平等の原則に基づいて，全会一致による表決を

行う。 

④パレスチナは，国連総会へのオブザーバー国家としての参加資格を認められていない。 

(2015センター試験・本試) 

(2)国や国際法に関する記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 

①『戦争と平和の法』を著して，国際社会には国が守るべき法があることを示したのは，カントで

ある。 

②日本国憲法において，条約を締結することは，天皇が行う行為であると定められている。 

③植民地が国として独立する上で一定の役割を果たした植民地独立付与宣言が採択されたのは，バ

ンドン会議においてである。 

④諸国が様々な条約を締結している今日においても，慣習法は国際法の一部とみなされている。 

(2016センター試験・本試) 

(3)国際裁判に関する記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 

①日本は，人道に対する犯罪等を行った個人を裁く国際刑事裁判所に未加盟である。 

②日本は，国際司法裁判所において行われる国際裁判の当事国になったことがある。 

③様々な国際紛争の解決のため 19 世紀未に採択された条約に基づいて設立された常設仲裁裁判所

は，現在では廃止されている。 

④様々な国際紛争のうち，特に海に関する紛争の解決を役割とする国際裁判所の設立は，見送られ

てきている。  (2016センター試験・本試) 

(4)「条約」と「国際慣習法」の違いを，50字以内で答えよ。 
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29 国際連合の役割 

 

１ 勢力均衡と集団安全保障 

(1)平和機構の設立を提唱……ドイツの哲学者１       が，著書『永久平和のために』で提唱 

(2)新しい国際平和機構 

20世紀初頭まで 国際社会を安定させる方法として，おもに２         をとる 

第一次世界大戦末期 アメリカ大統領３           が「４              

  」を提唱(1918 年)……５             に基づく国際平和機関の設立を打ち出

す 

→６         の設立(1920年，本部スイス・ジュネーブ) 

 

７      

８      

９       

 

 

 

 

 

 

２ 国際連盟の限界と国際連合の設立 

(1)第一次世界大戦後の平和実現への取り組み 

①10     条約(1928年締結)……自衛・制裁以外の目的での戦争を全面的に禁止。国際紛争を

平和的に解決するように定めた条約 

②国際連盟の設立(1920 年，原加盟国 42 か国)→５             が十分に機能せ

ず，第二次世界大戦が勃発 

(2)国際連盟の欠陥 

①大国の不参加・脱退……提唱国 11         の不参加 

②迅速さを欠く表決……加盟国全部の 12         制 

③強制力を欠く制裁措置……13         中心の制裁措置 

↓連合国軍は，アメリカ・サンフランシスコで 14             を採択(1945年６月) 

(3)15         の設立(1945年 10月，原加盟国 51か国) 

３ 国際連合の目的と役割 

(1)目的……国際社会の 16     と 17     の維持，諸国家間の友好関係の発展，18    

同じ利害をもつＡ国，Ｂ国，Ｃ

国のグループとＤ国，Ｅ国，Ｆ

国のグループが，それぞれ 

 ７ をつくる。両者は力のバ

ランスをとることで平和を保

とうとするが，お互いの不信感

から軍拡競争を続けるので戦

争になりやすい。 

 利害が異なる国もすべて同じ組織を構

成する。仮に，Ａ国がＦ国を ８ し

た場合，ほかのすべての国々が協力し，

国連の安全保障理事会を通じてＡ国を 

 ９ する。つまり， ８ 国は孤立

するので， ８ を防ぐことが期待で

きる。 



  的・社会的・文化的・人道的な国際協力の推進 

(2)19     ……全加盟国で構成。20         を年１回開催。加盟国や 21      

          に対し，勧告をおこなう 

①議決……全加盟国が１票をもつ，多数決(22         の原則) 

②23         ……21               の要請，または加盟国の過半数の

要請で開催。事務総長が招集 

(3)21               ……平和と安全に関し，加盟国を拘束する決定を下す権限をも

つ 

①24           (米・英・ロ・仏・中)……25    権をもち，５か国のうち，１か

国でも反対すれば，有効な行動をとることができない(26         の原則) 

②非常任理事国……10か国，任期２年，再選可(連続再選は不可) 

③議決……手続き事項(会議の開催，補助機関の設置)以外は，24           を含む９

理事国の賛成が必要 

(4)27               ……経済・社会・文化・保健衛生・人権問題などに対し，研究・

勧告する機関 

(5)28       ……事務を統括し，運営にたずさわる。事務総長は，加盟国内での紛争の調停や

国際社会での問題に対し，発言などをおこなう 

国際連盟  国際連合 

1920年発足。原加盟国 42か国， 11 不

参加 
加盟国 1945年発足。原加盟国 51か国，大国が参加 

総会，理事会(常任理事国と任期３年の

非常任理事国)，事務局，(付属機関……

常設国際司法裁判所，国際労働機関) 

主要 

機関 

 19 ， 21 ( 25 権をもつ５ 24 と

任期２年の 10 非常任理事国)， 27 ，信

託統治理事会，国際司法裁判所， 28  

加盟国全部の同意が必要(  12  ) 
表決 

手続 

多数決( 21 では５大国のうち 1国でも 

 25 権を行使すれば議決できない) 

国際紛争が発生した場合，連盟理事会の

報告後３か月間は戦争に訴えることを

禁止 

戦争の 

禁 止 

 21 による軍事的措置，あるいは加盟国

の自衛権の行使以外は武力行使を禁止 

いっさいの通商上，金融上の関係を断絶

し，自国民と違約国国民とのいっさいの

交通を禁止(  13  ) 

制裁 

措置 

経済，交通，通信および外交関係の断絶の

ほか， 21 は軍事的措置をとることもで

きる 

植民地の地位向上を目的とする信託統治理事会は，1994年のパラオ独立を最後に，現在は活動をお

こなっていない。 

11                   

12                   

13                   

４ 国際連合の課題，国際平和の構築に向けて 

(1)国連の課題－安全保障 

①21           の機能不全……25    権の乱発で，５大国の足並みに乱れ→国

連憲章(第７章・軍事的措置)に明記されている 29       の創設もおこなわれず 



②「30                 」決議……21           が機能不全の場

合，国連総会が 31             を開き，平和維持のための措置を勧告 

③32       (国連平和維持活動)……第三国の軽武装の軍事部隊(33       ：国連平

和維持軍)や非武装軍人，文民が紛争地域で，停戦の確保・軍事監視などの重要な役割を果たす。

国連憲章上の規定なし。 

19     ，21               の決議により組織 

原則 関係国の同意・34     性の保持・自衛の範囲内の武力 

問題点 内戦への対応が難しい 

④35         ……湾岸戦争，ソマリアなどへ派遣。国連憲章上の規定なし。21     

       の決議により組織 

(2)国連の課題－安全保障理事会改革 

①未だに削除されない 36         ……37     ・ドイツなどの 24        

    入りが困難に 

(3)国連の課題－財政問題 

①国連の財源となる 38           ……加盟国のＧＮＩ(国民総所得)などから算出 

→財政的事情から滞納している国も多い 

(4)国際平和の構築に向けて 

①39           開発目標を採択(2000年)……貧困・医療・地球環境問題などに対して，

国際社会の協調を打ち出す 

②40       (非政府組織)との連帯……人権，環境など，さまざまな分野で国際的に活動。

国連の経済社会理事会と連携・協議する資格をもつ 41           もある 

③42       (非営利組織)との連帯……国内の福祉・教育・環境・町づくりなどの活動を主

体 

④43              ……人間の生存，生活，尊厳に対する脅威などから，各個人を

守り，生活の自由と可能性の実現をはかる考え方 

→国会の安全保障から，一人ひとりの自由や尊厳を守る安全保障に転換 

 

ステップアップ 

(1)国際機関に関する記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 

①国連の経済社会理事会は，国連の専門機関と連携して，経済以外に教育の分野においても国際協

力に取り組んでいる。 

②国連の安全保障理事会では，すべての理事国が拒否権を有している。 

③国際司法裁判所は，裁判を行うことに紛争当事国が同意しない場合であっても，裁判を行うこと

ができる。 

④国際労働機関(ＩＬＯ)は，国連の六つの主要機関の一つである。 (2015センター試験・本試) 

(2)国際連合(国連)に関する記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 

①事務総長は，これまで，アジア地域の国の出身者から選出されたことがない。 

②信託統治理事会は，現在，国連により設定されている信託統治地域の独立を支援する活動を行っ

ている。 

③国連の財政は，加盟国の分担金などによって運営されており，財政状況が悪化したことはない。 



④総会は，安全保障理事会が機能しない場合，「平和のための結集決議」に基づき，国際の平和と安

全に関する問題を審議することができる。 (2014センター試験・本試) 

(3)国連ＮＧＯについて，40字以内で答えよ。 

                         

               

 


