
5.3～5.6 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：2003 年度センター世界史Ｂ ３年０組０番小沼達哉 ５月３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【5/3～5/6の課題は 2003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：2003 年度の問題なら「center2003」 

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 2014～2015を解く 

② 2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し得意分野を固めること。 

 

 

 



３．地域研究Ⅱ（日本史：学術理科） 

  ① 第 2 章 律令国家の形成（5）：教科書 p60～p67，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）p28～31のノートまとめをする。 

  ※ 必ず資料集の該当箇所と確認する。 

 

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』１２～１４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） 

今回の課題は、教科書ｐ140～143 に関する問題のｐｄｆ『現社構造 p140～ｐ143 核兵器

の廃絶と国際平和』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 

31 核兵器の廃絶と国際平和 

 

１ 核兵器の開発競争 

(1)アメリカによる原子爆弾投下(1945年８月)……１     ，２      

(2)核兵器……保有することで，敵国に対して軍事的優位に立つ 

→３       論……核兵器を敵国も保有している場合，お互いが反撃の脅威にさらされる

ため，核兵器の使用の回避を考えること 

(3)米ソ間における核開発……３       の考え方から，開発競争展開 

①４         の発達……大陸間弾道弾(ＩＣＢＭ)，潜水艦発射弾道弾(ＳＬＢＭ)，戦略

爆撃機の総称。水素爆弾などの新たな核兵器や核爆弾を運搬 

②５     の均衡……米ソのどちらが先に核攻撃をしかけても，報復攻撃をおこなえるため，

お互いが核攻撃をためらう状況が発生 

③６         体……政府，軍隊，軍事産業の強固な連携で，国内経済に大きな影響力を

もつ政治的，経済的，軍事的集団。冷戦期に，核軍拡競争の激化にともない，肥大化 

(4)核保有国……アメリカ，ロシア，イギリス，フランス，７     ，インド，パキスタンなど 

→核保有の優位性が，各国の核開発を促す原因 

２ 核管理から核軍縮へ 

(1)８         危機(1962年)→核管理の機運高まる 

(2)おもな軍備管理・軍縮条約 

調印年 条 約 名 内 容 

1959 南極条約 南緯 60度以南の軍事利用禁止 

1963   ９  (部分的核実験禁止条約)  19 実験以外の核実験禁止 

1967 宇宙条約 宇宙空間の軍事利用禁止。通過のみは対象外 

1967 トラテロルコ条約 中南米諸国の核の製造・実験・使用禁止 

1968  10 (核兵器拡散防止条約) 核保有国による非核保有国への核兵器移転な

どを禁止 

1971 海底軍事利用禁止条約 海底への核兵器，大量破壊兵器の設置禁止。原

子力潜水艦は無制限 

1972 ＡＢＭ制限条約 米ソ(2002年失効) 米ソ，弾道弾迎撃ミサイルの配備を制限 

1972 第１次  11  （戦略兵器制限条約）

米ソ 

米ソ，戦略核の保有数量の上限を制限 

1985 ラロトンガ条約 南太平洋での核実験・核保有・放射性廃棄物の

投棄禁止 

1987  12 (中距離核戦力)全廃条約 米ソ 米ソ，中距離核戦力を廃棄(核弾頭は保管) 

1991 第１次  13  （戦略兵器削減条約）

米ソ 

米ソ，保有する戦略核兵器を削減 

1996   14  (包括的核実験禁止条約) すべての核爆発実験を禁止。未発効 

1997     15    条約 一部地雷の製造・保有を禁止 

2002    16   条約(モスクワ条約)米ロ 米ロ，2012年までに現有核弾頭を半減以下に 



2008     17    条約 大部分のクラスター爆弾の使用・開発・製造を 

禁止 

2010   18  条約 米ロ 米ロ，配備済み戦略核弾頭の上限数を 1,550に

制限 

2013 武器貿易条約 通常兵器の輸出入などに関する国際的管理強

化 

2017 核兵器禁止条約 核兵器の使用や開発，実験，保有などを包括的

に禁止 

９          

10          

11          

12          

13                   

14          

15                   

16                   

17                            

18                   

19          

 

【ポイント】 

・10       (核兵器拡散防止条約)……核非保有国は，原子力の平和利用の権利をもつが，

同時に 20         (国際原子力機関)の査察を受け入れる義務を負う。核保有国に対

し，核軍縮に取り組む努力義務も盛りこむ。1995年に核保有国が主張する無期限延長が決定 

・14         (包括的核実験禁止条約)……19       実験を含む，すべての核

爆発実験を禁止 

課題点  核爆発を生じない 21       実験は禁止していない 

核保有国の 22       ，23           ， 

核保有宣言をした北朝鮮が未署名。核保有国の 24         ，７     

 なども未批准 

→これらの国の署名が必要なため，未発効 

(3)25         特別総会の開催(1978年)……非同盟諸国が中心 

→冷戦期には，国連を通じた軍縮・不拡散の成果は限定的 

→米ソ間または地域的な枠組みによる軍縮が進む……９          (部分的核実験禁

止条約)，10       (核兵器拡散防止条約)，11         (戦略兵器制限条約)，

12       (中距離核戦力)全廃条約など 

(4)冷戦終結後の国連での核軍縮の動き 

①26         裁判所の判断(1996 年)……｢核兵器の使用と威嚇は，国際法上，一般的に

違法である」 

②国連総会で，14         (包括的核実験禁止条約)採択(1996年) 



３ 核拡散の脅威 

(1)冷戦終結後の地域紛争の激化→紛争国が核兵器の開発に乗り出す 

①カシミール紛争……22       と 23           の対立 

→両国とも，1998年に核実験実施 

②北朝鮮の核開発問題……北朝鮮の核放棄に向けて，北朝鮮と日米中韓ロの代表による会合

(27           )を実施(度々，中断) 

→2006，09，13，16，17年に核実験実施 

③イランの核開発疑惑 

④通常兵器の取り引き……冷戦後も 28         の国々を中心に兵器購入←供給国は，

国連安全保障理事会の 29            

(2)核拡散の脅威に対して 

①ミサイル防衛(30     )システムの配備……アメリカや同盟国 

→ＡＢＭ条約(弾道弾迎撃ミサイルシステムの配備を制限，ミサイル数・発射機数を制限)に抵

触 

②核保有国→核を手放さず，核開発国に対して政治的・軍事的圧力 

③31             (ＣＢＭ)による信頼関係構築……軍事演習の事前通告，首脳間の

ホット・ライン開設，現有軍事力の透明性の向上などの手段によって，核拡散防止をめざす 

→不信感の払拭，偶発的な紛争の防止を目的 

４ 核兵器のない世界に向けて 

(1)核軍縮の機運 

①「32                 」をめざす決議(2009 年)……国連安全保障理事会で，

核不拡散・核軍縮に関する初の首脳会合で採択 

②18           条約(2010年調印，2011年発効)……米ロ間。配備済み戦略核弾頭の削

減。ただし，未配備の戦略核への規定なし 

③33           条約……核兵器用のプルトニウムやウランの新たな生産を禁止。ジュ

ネーブ軍縮会議の下で議論 

(2)市民レベルの運動 

①第１回原水爆禁止世界大会の開催(1955年，広島) 

②科学者たちによる 34           会議(1957年，カナダ) 

……核兵器と戦争の廃絶を訴える 

③15                 条約(1997年)……一部地雷の製造・保有を禁止 

④17                   条約(2008 年)……クラスター爆弾(通常サイズの爆

弾のなかに数百個の子弾を内蔵)の使用・製造を禁止 

 

ステップアップ 

(1)核兵器の実験や保持などを制限または禁止する条約についての記述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中距離核戦力(ＩＮＦ)全廃条約は，アメリカとソ連の間で核兵器の削減が合意された初めての条

約である。 

②非核地帯を設定する条約は，ラテンアメリカ，南太平洋，東南アジアなどの各地域で採択された。 



③核拡散防止条約(ＮＰＴ)は，アメリカ，中国，ロシアの３か国以外の核保有を禁止する条約であ

る。 

④包括的核実験禁止条約(ＣＴＢＴ)は，あらゆる場所での核爆発を伴う核実験の禁止をめざして採

択された。 (2011センター試験・「政治・経済」本試) 

(2)武力の行使や軍縮・軍備管理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国連安全保障理事会が，国連加盟国に武力の行使を許可する場合には，全理事国の賛成が必要で

ある。 

②国連総会が，一定の場合に国連加盟国に武力の行使を勧告できることは，国連憲章で明示的に定

められている。 

③ビキニ環礁での水爆実験を背景に第１回原水爆禁止世界大会が開催されたのは，アメリカにおい

てである。 

④クラスター爆弾を製造したり使用したりすることを禁止する条約が，採択されている。 

(2016センター試験・本試) 

(3)包括的核実験禁止条約(ＣＴＢＴ)の目的を，20字以内で答えよ。 

                    

 


