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　このテキストは，一橋大学の受験生のためだけの日本史論述のテキスト（問題編）です。
　すでに基本講義（1 冊目のテキスト）で学んだ日本史論述の基礎活かして取り組まれるこ
とを前提として作成してあります。
　問題の作成に当たっては，一橋大学の過去 20 年分の問題から，一橋大学が繰り返し出題
するテーマを厳選したもの，一橋の問題を改作したもの，東大，京大，慶応等をはじめ，日
本史の論述を課す大学の入試問題を一橋向けに改作したもの，まったくオリジナルで一から
作問したもの，さまざまに織り交ぜて，一橋で上位合格するためのすべてを詰め込んだ渾身
のテキストです。
　上位合格のノウハウは，講義において，実際に取り組んでもらった答案を添削した上で，
別途配布する講義レジュメと講義によって余すとこなくお伝えする予定です。したがって，
君たちには，「渾身の答案」を提出してほしい。持てる力を余すことなく，全力で答案にぶ
つけてくる。それが上位合格の第 1 歩であり，それなくして一橋大学の学生にふさわしい社
会科学の基礎的能力は育たないと考えています。

　＊渾身の答案とは・・・
　　基礎講座を経たあとであるから，教科書やその他参考書，用語集等を参照しない。
　　答案構成を経たうえで，清書する。読み手を意識した字で書く。
　　制限時間内で書く。
　　手抜きしない。

　初回から第 10 回分までは，一橋の過去問をベースに，頻出テーマをじっくり演習します。
　最後の 5 回は，実戦編として，すべてオリジナル問題（一応予想問題）によって思考力を
養い，本番に備えます。指折りの難問もあります。頑張りましょう。

はじめに（心構え）

添削課題の提出にあたっての注意
１．所定の添削用紙に読みやすい字で記すこと。
２．添削用紙が足りなくなったら，請求されたい。
３．アラビア数字は，1マスに 2文字記す。
４．小問がある場合，改行せず，小問番号のみを記す形式を取る。
　例）小問が３つある場合
１幕藩体制において・・・・の維持を図った。２治安維持法。第一次大戦後の世界的 ･･･ 設置した。３第 1次鳩
山内閣は，対米独自外交を主張し ･･･ を実現した。

５．授業の 1時間前までに担当講師に提出する。
６．電子メールによる提出を認める。この場合は，授業前日までとし，スキャンして PDFデータにすること。
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【１】次の史料を読んで，下記の問いに答えなさい。史料は書き下しの上，一部改変したり省略したりしたと
ころがある。（問１から問３まですべてで４００字以内） 

Ａ　永楽庚子春，予，命を受けて日本に使す。東溟に泛びて馬島に到り，兵余の地を見，残兇の俗に諭す。一岐（壱
岐）に危ぶみ，九州に説び，志河（志賀）を発して東し，赤間関に入り，唐島を歴て肥厚（備後）を過ぎ，
倭王の所に至る。往還万余里，惟に風濤の険，海賊の暴のみならず，乃ち国家馬島に行兵するの翌年の春な
れば，島倭，朝鮮の兵船の再来を以謂い，中より浮動して守禦を罷めず。予の帰くを見て皆喜心ありて，即
ち守禦を罷むるなり。（宋希ケイ『老松堂日本行録』）

Ｂ　大仏ニ立ち寄られ候様ニとの事も，一つハ日本ニ珍らしき大仏これ有りと申す事を御しらせ成られ，一
つハ耳塚を御見せ成られ，日本之武威をあらはさるべくとの事と相い聞こへ候へども，何れも飄逸なる御所
見ニ候。（中略）耳塚とても豊臣家無名之師を起こし，両国無数之人民を殺害せられたる事に候へバ，其の暴
悪をかさねて申すべき出来ニ候ひて（中略）華耀之資には成り申さず。却って我が国之不学無識をあらはし
候のミニて御座候。
　誠信之交と申す事，人々申す事ニ候へとも多くハ字義を分明ニ仕らざる事これ有り候。誠信と申し候ハ実
意と申す事ニて，互ニ欺かず争はず真実を以て交リ候を誠信とは申し候。（雨森芳洲『交隣提醒』）

問１　史料Ａの日本への使節は，下線部の事件の翌年に派遣されているが，この事件の名称と事件が起きた
背景を答えなさい。
問２　史料Ｂの大仏がある寺の名称を答えなさい。また，この寺及び大仏は，当代の政治あるいは政治的事
件と密接に関わりあったのであるが，そのうち２つを指摘しなさい。
問３　15 世紀から 18 世紀までの，上の史料に取り上げられている国と日本との関係・交流の推移について，
次の年に起きた出来事に重点をおいて説明しなさい。
　〔1510 年　1592 年　1609 年〕

一橋大学対策編　第 1回

【２】 大日本帝国憲法（明治憲法）について，次の問いに答えなさい。（問１から問３まですべてで 400 字以内）

問１　明治憲法の制定は，日本における政党政治の発展にとって重要な意義を持った。明治憲法の内容に即
しながら，その理由を具体的に説明しなさい。
問２　その一方で，明治憲法は政党政治の発展にとっての障害ともなった。明治憲法の内容に即しながら，
その理由を具体的に説明しなさい。
問３　明治憲法では，国務各大臣が天皇を直接補佐する方式がとられているため，総理大臣の権限は決して
大きなものではなかった。明治憲法の制定後，総理大臣の権限を強化するために，どのような措置が講じら
れるようになったのか，具体的に説明しなさい。

【３】次の４つの文章を読んで下記の問いに答えなさい。 （問１から問４まですべてで 400 字以内）

Ａ　1939 年，政府は重要時局産業に必要な労働力を確保するために，労働力の計画的な需給を図ることに
なり，39 年７月以降労務動員計画（1942 年度以降は国民動員計画）の策定をみることとなった。この労務（国
民）動員計画は，企画院を中心にその基本方針ならびに需給数が決定され，これにもとづき厚生省において
具体的な供給源別供給数の決定がおこなわれた。こうして小学校（国民学校）・中学校卒業生や中小商工業
者など，国民諸階層から労働力動員が遂行された。

Ｂ　戦争末期の 1944 年になると，労働力不足はますます深刻化し，航空機関係工場や陸海軍の諸工場など，
もっとも緊急を要する工場へ国民が集中的に動員されることになった。

Ｃ　今や我国家は，その歴史的成長のために，国民に如何に行動すべきかを明らかに示して，これに必要な
国民の能力と資質の外に，その性格の形成せられることを要請しているのである。・・・（中略）・・・職業内（工
場労働）において国家が（個々人に対して）国民的性格を育てあげることが職業の重要任務である。それ故
に職業各部門の指導者達（経営者達）は，心理学者であると同時に教育家でなければならない。（桐原葆美『戦
時労務管理』1942 年，61 頁），桐原は労働科学研究所所員。

Ｄ　一国の国力は，其の国を構成する民族の強弱によって決定する。強い民族の力，それは其の民族の優秀
なる質と強大なる増殖力を以って計られる。・・・（中略）・・・体質と体格とを含めた立派な肉体と，知能
と精神とを含めた優れた能力とを，兼ね備へた優秀な民族が，旺盛なる勢ひをもって其の人口を増殖しつつ
ある時，その民族が構成する国の力は，兵力に於いても，生産力に於いても，また，文化の力に於いても，
盤石の重きにある。（牧賢一『勤労母性保護』1943 年，67 ～ 68 ページ），牧は大政翼賛会厚生部幹部。 

問１　Ａの労務（国民）動員計画において，1942 年以降，動員数が意識的に少なくされた国民階層（職業）
は何か。またその理由について述べなさい。
問２　Ｂの下線部「国民」とは具体的にどのような人々をさすか。また，それらの国民を急速に動員させる
こととなった法令（勅令）を１つ挙げなさい。
問３　Ｃの文章は，アジア太平洋戦争期の日本を，単に戦時体制と呼ぶだけでは不十分なことをものがたっ
ている。ここから読みとれる日本の戦時体制の特質をＣの下線部分に留意しつつ述べなさい。
問４　Ｄの文章は日本の民族について述べたものである。アジア太平洋戦争の性格と内容を，この「日本民
族観」と関連させて述べなさい。
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【設問１】次の史料は，ある法令の前文である。これを読んで以下の設問に答えよ（全部で 400 字以内）。

　われらは，さきに日本国憲法を確定し，民主的で文化的な国家を建設して，世界の平和と人類の福祉に貢
献しようとする決意を示した。この理想の実現は，根本において教育の力にまつべきものである。
　われらは個人の尊厳を重んじ，真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに，普遍的にしてしかも
個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
　ここに日本国憲法の精神に則り，教育の目的を明示して，新しい日本の教育の基本を確立するため，この
法律を制定する。

１　上記の法令の名称を答えなさい。また，同法の内容に触れながら，日本敗戦以降,  1948年までに行われた，
軍国主義教育の除去と教育の民主化のための政策や試みについて，国会での動きを含めて具体的に述べなさ
い。その際，日本国憲法の内容に関して言及する必要はない。

２　日本の「非軍事化 ･ 民主化」を基調とする占領政策は，しだいに，日本を「反共の防波堤」にしようと
する政策へと転換していった。この占領政策の転換に関わる国際情勢について，上記の法令が公布された年
から朝鮮戦争勃発にいたるまで概略しなさい。

3　1953 年，ワシントンにおいて，吉田茂首相の特使池田勇人と米国務次官補口バートソンとの間で会談が
行われた。そこでは , MSA 協定の締結をめぐり議論がかわされたが，その際，アメリカの要求する日本の
防衛力増強を困難にしている「制約」として，日本国憲法第９条による「法律的制約」とともに，「国民よ
銃をとるな」という平和教育が，「政治的社会的制約」として存在することが確認された。

　日本政府が，池田 = ロバートソン会談においてアメリカと合意した，上記の確認に基づく教育上の方針を
考察するとともに，その方針を踏まえた日本政府が，1954 ～ 58 年に実施した教育統制に関する諸政策につ
いて述べなさい。ただし，池田 = ロバートソン会談はＡと表記すること。

一橋大学対策編　第２回

【設問２】
次の史料は、1945 年 11 月５日の幣原内閣の閣議決定、「戦争責任等に関する件」の一節である。この閣議決定は、
連合国側が実施を予定していた、いわゆる「Ａ級戦犯裁判」に対する日本政府としての対処方針を決めたも
のであるが、これを読んで以下の問いに答えよ。（全部で 400 字以内） 

左の諸点に準拠し之を堅持すること
第 1 項　大東亜戦争は帝国が四囲の情勢に鑑み已むを得ざるに出でたるものと信じ居ること。
第 2 項　天皇陛下に於かせられては飽く迄対米交渉を平和裡に妥結せしめられんことを御軫念 （注 1）あらせ
られたること。
第 3 項　天皇陛下に於かせられては開戦の決定、作戦計画の遂行等に関しては憲法運用上確立せられ居る慣
例に従はせられ、大本営 （注 2） 、政府の決定したる事項を却下遊ばされざりしこと。
第 4 項　日米交渉継続中に攻撃を加ふることを避けんが為日米交渉打切りの通告方努力せること。
注 1） 心をいためること　注 2） 有事における作戦指導の最高機関 

問１　第２項中の「対米交渉」、第４項中の「日米交渉」とは何か。その経過や争点についてふれながら具体
的に説明せよ。
問２　第２項および第３項は、天皇の戦争責任問題に対する日本政府の公式見解を示している。こうした見
解は国際的にも大きな論議をよぶことになるが、明治憲法の上では「開戦の決定」および「作戦計画の遂行」
の権限は、それぞれ、どのように規定されていたか。天皇・政府・大本営の関係にも留意しながら具体的に
説明せよ。
問３　日本で実際に実施された「Ａ級戦犯裁判」について具体的に説明せよ。 

【設問３】　次の文章を読んで，設問に答えなさい（400 字以内）
　普選運動が高揚するなかで登場した立憲政友会の原敬内閣は，普選反対の立場をとった。次の資料は，原
が普選を時期尚早とする理由を述べたものである。これを読んで，下記の問いに答えなさい。
　漸次に選挙権を拡張する事はなんら異議なき処にして，また他年国情ここに至ればいわゆる普通選挙もさ
まで憂うべきにもあらざれども，階級制度打破というが如き，現在の社会組織に向けて打撃を試みんとする
趣旨より，納税資格を撤廃すというが如きは，実に危険極まる次第にて，この民衆の強要により現代組織を
破壊する様の勢いを作らば，実に国家の基礎を危うするものなれば，むしろこの際議会を解散して政界の一
新を計るの外なきかと思う。

『原敬日記』1920 年２月 20 日
問１　原が普通選挙の実施を時期尚早だと考えた理由は何か。日記の記述を参考にしつつ，また当時の内外
情勢を考慮しながら，その理由を述べよ。
問２　普通選挙が実現した際に，政府が問 1の懸念を解消するために取った措置について説明せよ。
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【設問１】
　次の文章を読み，下記の問いに答えよ。( 問１から問４まですべてで 400 字以内 )

　日本における貨幣の歴史は，一般に７０８( 和銅元 ) 年の和同開祢の鋳造・発行に始まるとされている。
その後も律令政府は，皇朝十二銭と呼ばれる貨幣を次々と発行したが，１０世紀中頃には途絶えてしまった。
１２世紀中頃より宋銭が輸入され，商品経済の発達とともに使用範囲を広げ，後に輸入された明銭とともに
中世社会における基本的貨幣の役割を果たした。１６世紀にはいると撰銭問題が深刻化し，室町幕府や戦国
大名は撰銭令を発布して対応したが，１７世紀には徳川幕府が寛永通宝の発行などを通じて日本独自の貨幣
制度を整備し，全国的な商品流通の発展を支えた。

　問１　律令政府が貨幣を発行した目的と，その使用の実態について説明せよ。
　問２　日宋貿易と日明貿易との性格の相違について説明せよ。
　問３　宋銭や明銭の使途・機能について説明せよ。
　問４　徳川幕府が整備した貨幣制度の特徴を説明せよ。

一橋大学対策編　第３回

【設問２】
　次の文章を読んで下記の問いに答えよ。( 問１から問４まですべてで 400 字以内 )

　日本の産業革命は 1886 年ころから 1907 年前後にかけて進行した。大阪紡績会社など関西地方を中心に
発達した綿糸紡績業や，長野県を中心に発達した製糸業は，その (1) 特徴的な技術変革や過酷な労働条件，(2)
安定した市場条件などによって急成長をとげ産業革命をリードした。また，重工業部門では , 1901 年に (3)
官営八幡製鉄所が建設され , 1896 年に成立した造船奨励法によって，三菱長崎造船所や川崎造船所などの造
船業も発達した。いっぽう，交通部門では ,  1889 年に官営の東海道線が全通し , 1891 年には (4) 民間会社
によって上野～青森間が開通するなど，鉄道網がしだいに拡大していった。1906 年の鉄道国有法の成立は , 
民間鉄道会社にたいして，政府の幹線国有原則の確立を示すものであった。

　問１　下線部 (1) の具体的な内容を製糸業，綿糸紡績業それぞれについて述べよ。
　問２　下線部 (2) を，製糸業については輸出市場，綿糸紡績業については輸入市場に即して述べよ。
　問３　本文で記したように，特定の産業の発達と地域との関連は重要な問題である。下線部 (3) の官営八
幡製鉄所が，福岡県八幡村に設立された理由を述べよ。
　問４　下線部 (4) の民間会社の会社名を記せ。また，東北から関東を縦断するこの巨大な幹線鉄道を建設
するためには，莫大な資金を必要とした。この民間会社は，その資金をどのように調達したかを述べよ。

【設問 3】
　次の文章を読んで下記の問いに答えなさい。( 問１から問４まですべてで 400 字以内 )

　第二次農地改革によって解体された寄生地主制は，(1) 経済的には , 1872（明治 5）年の田畑永代売買の解
禁，翌年の地租改正条例による地租改正事業，さらに松方財政下のデフレーションの過程で形成された。また，
(2) 政治的には，｢ 地方ノ名望アル者 ｣ による地方自治をめざした 1888 ( 明治 21) 年の市制・町村制と 1890
年の府県制・郡制，帝国議会の開設で，明治憲法体制の一翼を担うことになった。
　その後 ,  1920 年代に入ると，(3) 小作農民の運動が各地に起こり，全国組織も成立して，寄生地主制の後
退が始まった。さらに昭和恐慌期になると小作争議も深刻化し，戦時統制経済が進むと小作料統制令などで
衰退が一段と進んだ。

　問１　第二次農地改革では，小作料と地主の所有地についてどのような措置がとられたか，またその結果，
どのような変化が生じたかを具体的に説明しなさい。
　問２　下線部 (1) について，田畑永代売買の解禁から地租改正を経て松方財政下のデフレーションまでの
過程で，どのようにして寄生地主制が形成されたかを，土地所有制度と課税制度の変化に着目しながら説明
しなさい。
　問３　下線部 (2) の ｢ 明治憲法体制の一翼を担うことになった ｣ について，町村制と帝国議会衆議院を例
にとり，具体的に説明しなさい。
　問４　下線部 (3) について，この時期の小作農民の運動が掲げた要求を２つ書きなさい。また，全国組織
の名称を書きなさい。
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【設問１】
　次の文章を読み，下記の問いに答えよ。( 問１から問３まですべてで 400 字以内 )

　租税・地代などの収取は，その時代の社会のあり方により，さまざまな形態をとって行われた。律令国家
が成立すると，租・庸・調・雑佐・兵役などの租税・労役制度が定められた。律令体制の衰退に伴ってこの
制度も変質し，荘園制の下では年貢・公事・夫役が収取の基本となった。荘園制を解体した武家領主は，検
地などを通じて，戦国大名の貫高制や幕藩権力の石高制という新たな収取制度を作り出した。

　問１　律令制的租税・労役制度の特徴を，賦課の対象と内容に留意して説明せよ。
　問２　荘園制下の収取の特徴を，律令制的租税・労役制度の変質過程を踏まえて説明せよ。
　問３　収取制度としての貫高制・石高制の新しさは何か。そこでの大名・家臣・農民の三者の関係に留意
して説明せよ。

一橋大学対策編　第 4回

【設問２】
　次の図を見て，下記の問いに答えよ。( 問１から問４まですべてで 400 字以内 )

問１　Ａの時期に軍事費の比率が急増している理由を述べよ。
問２　Ａの時期に地租の比率が急減している税制上の理由を記せ。
問３　Ｂの時期に地租の比率が低下した経済的背景を述べよ。
問４　Ｃの時期に軍事費は比較的低い水準で推移しているが，これをもたらした国際的背景と日本の外交政
策の特徴を述べよ。

【設問 3】
　次の三つの史料は昭和初頭の経済変動に関するものである。これを読み，下記の問いに答えよ。（問１か
ら問４まですべてで 400 字以内）

　Ａ「東京渡辺，あかぢ貯蓄両行ノ破錠暴露以来，旬日ナラズシテ中井，八十四，中沢，左右田，村井五行
ノ休業ヲ見ルニ至リ…之が為大イニ人心ヲ刺激シ金融界不安ノ空気ヲシテ一層濃厚ナラシメ，各所二預金取
付騒ヲ見ルニ至レリ」（1927 年３月）
　Ｂ「銀行業ハ資本金百万円ノ株式会社二非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ。但シ勅令ヲ以テ指定スル地域二本
店又ハ支店ヲ有スル銀行ノ資本金ハ，二百万円ヲ下ルコトヲ得ズ」（1927 年 3 月）
　Ｃ「金貨弊又ハ金地金ヲ輸出セムトスル者ハ大蔵大臣ノ許可ヲ受クベシ」「日本銀行ハ当分ノ内…兌換銀
行券ノ金貨兌換ヲ為スコトヲ得ズ」（1931 年 12 月）

　問１　Ａの史料による「預金取付」とはいかなる名称で呼ばれたかを答え，これが起きた歴史的背景と，
この収束にあたった大蔵大臣名をあげた上で，その対策について述べよ。
　問２　Ｂの史料は銀行法の条文であるが，この法律施行の結果とその歴史的意義について述べよ。
　問３　Ｃの史料は大蔵省令と勅令であるが，この措置は何と呼ばれたかを答え，その歴史的背景と担当大
臣名を挙げよ。
　問４　Ｃの法令を契機として展開された，大蔵大臣名を冠した財政政策の意義について述べよ。
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【設問１】
　次の文章を読み，下記の問いに答えよ。( 問１から問３まですべてで 400 字以内 )

　弥生時代以降近代以前の日本においては，農・林・水産業などの第一次産業が基幹産業としての位置を占
めていた。しかし，それらに従事する人々がつくる社会のあり方は，その間ずっと不変だったわけではない。
　中世後期になると，農業生産力の発展に支えられて，(1) 農民たちは惣村という自治的な村をつくり出す
ようになった。こうした状況をふまえて，豊臣秀吉は　(2) 太閤検地によって土地の面積・石高などを把握し，
村を基礎単位とした支配・行政を実施した。その結果，村は，全国的に，近世を通じて，百姓の生活・生産
の単位であるとともに，(3) 領主の年貢収納をはじめとする支配・行政の単位として機能し続けることとなっ
た。

問１　下線部 (1) に関して，惣村がそれまでの農業集落と異なる点を３点あげて説明しなさい。
問２　下線部 (2) に関して，惣村が太閤検地によって変容した点を２点あげて説明しなさい。
問３　下線部 (3) に関して，近世の村における年貢収納の仕組みを何というか。その名称と内容について述
べたうえで，それと中世の惣村における年貢収納の仕組みとの関係について説明しなさい。

一橋大学対策編　第 5回

【設問２】
　次の文章は，1941 年７月に決定された「情勢の推移に伴ふ帝国国策要綱」の一節である。これを読んで，
下記の問いに答えなさい。（問１から問４まですべてで 400 字以内）

　一 帝国は世界情勢変転の如何に拘らず大東亜共栄圏を建設し，以て世界平和の確立に寄与せんとする方
針を堅持す。
　二 帝国は依然支那事変処理に邁進し，且つ自存自衛の基礎を確立する為，南方進出の歩を進め，又情勢
の推移に応じ北方問題を解決す。

問１　この重要決定がなされる直前に，国際情勢の上で大きな「変転」があり，日本の国家指導者に衝撃を
与えた。この「変転」について，日本・ドイツ・ソ連の相互関係に留意しながら，具体的に説明しなさい。
問２「北方問題を解決す」るために　どのような措置がとられたか，具体的に説明しなさい。
問３「南方進出の歩を進め」るために，どのような措置がとられたか，具体的に説明しなさい。
問４　この「南方進出」政策は，日本と関係の深いある国の対日政策に深刻な影響を及ぼすことになった。
そのことを踏まえ，この前後の時期を中心にした両国間の関係の推移を具体的に説明しなさい。

【設問 3】
　次の文章を読んで下記の問いに答えなさい。( 問１から問４まですべてで 400 字以内 )

　1955 年以降の日本の高度経済成長は，日本の経済・社会に大きな変化をもたらした。まず 1964 年，日本
は　(1) 開放経済体制に移行して先進資本主義諸国の仲間入りを果した。企業の面では，6 大 (2) 企業集団が
経済成長を牽引する経済主体として重要な役割を果した。労働の面でも，(3)1955 年に新しい労働運動が起り，
また 64 年には労働組合の新たな潮流が形成された。
　いっぽう農業の面では，(4)1961 年に新しい法律が制定され，その法律の効果とあいまって農業部門から
工業部門への人口移動が促進され，経済成長のための豊富な労働力を供給することとなった。その結果，第
一次産業人口の割合は，1960 年の 30.2% から 70 年には 17.4% にまで急減した。

問１　下線部 (1) の内容を具体的に述べよ。
問２　下線部 (2) の特徴を３点記せ。
問３　下線部 (3) の 1955 年と 64 年を画期とする新しい運動と潮流について具体的に述べよ。
問４　下線部 (4) の新しい法律名とその内容を簡潔に記せ。
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【設問１】
　幕末の開港後，国内の情勢は急速に不穏さを増していった。文久３年（1863) 末，幕府は使節団をヨーロッ
パに派遣して，これに対応しようとした。使節は条約を締結した各国をまわる予定であったが，翌年春にフ
ランス一国と交渉を行ったのち，与えられた使命の遂行を断念し，予定を打ち切って帰国の途についた。
　以下の史料は，使節が書きとめたフランス外務大臣との交渉記録の一部である（原文には一部手を加えて
ある）。これを読み，下記の設問に答えよ。解答は，設問ごとに改行し，設問の記号を付して記入せよ。

　　〔幕府使節〕
　外国貿易の儀は，最初より天朝において忌み嫌われ，民心にも応ぜず，一種の凶族ありて，人心不折合の
機会に乗じ，さかんに外国人排斥の説を主張す。すでに，不都合の事ども差し重なり，このまま差し置き候
ては，かえって交誼も相破れ申すべく候。ひとまず折り合いをはかり候ため，神奈川港閉鎖いたし候わば ,
外国へ対し不都合の次第も差し起こらず，国内人心の折り合いの方便にも相成り，永久懇親も相遂げられ申
すべし。
　〔フランス外務大臣〕
　神奈川港閉鎖の儀はできかね候。天朝御異存のところ，強いて条約御取り結びなされ候政府の思し召しは
よく相分かり候。さりながら，ただ今にいたり条約御違反相成り候わば，戦争に及ぶべきは必定にこれあり。
御国海軍は，たとえば大海の一滴にて，所詮御勝算はこれあるまじく存じ候。

設　問
Ａ　幕府使節のフランスへの要求は何か。30 字以内で述べよ。
Ｂ　幕府がこのような使節を派遣するにいたった背景は何か。下線部の内容に留意しながら , 90 字以内で述
べよ。
Ｃ　幕府使節はなぜ交渉を断念したのか。フランス外務大臣の対応にふれながら , 60 字以内で述べよ。

一橋大学対策編　第６回

【設問２】
　1921 ( 大正 10）年から翌年にかけて開かれたワシントン会議で日本の外交政策は大きく転換した。こ
れについて，下記の問いに答えよ（合計 400 字以内）。

問１　この会議でつくりだされた東アジア ･ 太平洋地域での新たな国際秩序を何とよぶか。また，この国際
秩序を生みだす背景となった東アジア ･ 太平洋地域をめぐる情勢の特徴を第一次世界大戦前のそれと対比し
ながら説明せよ。
問２　海軍の一部に反対があったにもかかわらずワシントン海軍軍縮条約の締結に日本政府がふみきった理
由を，第一次大戦期からの日本の経済と国家財政のあり方の変化に着目して具体的に説明せよ。
問３　ワシントン会議後の国際秩序の下で展開された日本の対中国政策の特徴を幣原外交を例にとって説明
せよ。また，幣原外交が破綻するにいたる経過を説明せよ。

【設問 3】
　1951 年９月８日に調印されたサンフランシスコ講和条約について，次の問いに答えよ（合計 400 字以
内）。

問１　この講和条約は，日本にとって「寛大な講和」という一面を持っていたといわれるが，その「寛大」
さの内容を具体的に説明せよ。また，そうした性格の講和が実現した背景について，当時の国際情勢との関
連に留意しながら，具体的に説明せよ。
問２　この講和条約が調印された会議には，有力な交戦国の一つが招請されていない。その国と日本との間
の「戦後処理」は，その後，どのような形でなされたか，具体的に説明せよ。
問３　この講和条約の締結をめぐって，日本国内では国論を二分する講和論争が起こることになるが，講和
の方式や講和後の安全保障のあり方などを中心にしがながら，その論争の争点を具体的に説明せよ。

【設問４】
　「大正デモクラシー」のなかで唱えられた「民本主義」は第二次世界大戦後の現在の日本の民主主義と比
べて，どこがもっとも異なっていたか，その相違点を９0 字以内で説明せよ。
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【設問１】
　次の文章を読み，下の設問に答えよ。

　アメリカは，冷戦の開始にともない (1) 対日政策を転換させた。このことは 1948 年１月のロイヤル陸軍長
官の演説に示され，日本は ｢ 反共の防波堤 ｣ としての役割を期待された。このころの日本経済は，(2) 傾斜
生産方式により生産量は増えたものの極度のインフレに苦しんでいた。翌年，アメリカ政府はドッジ公使を
派遣し，緊縮予算を作成させた（ドッジ = ライン）。これを受けて (3) 官公庁・国鉄の人員整理も強行された。
その結果，インフレは抑制されたものの失業 ･ 倒産が増え，経済界は深刻な不況に陥った。
　翌 1950 年６月には朝鮮戦争が勃発した。(4) この戦争のためにアメリカ軍は，5 年間にわたり兵器 ･ 石炭
･ 麻袋 ･ 自動車部品 ･ 綿布といった物資を日本から買い付けたので，好景気が訪れ，国際収支は好転した。
　このころ日本の国際社会復帰が焦眉の課題となり ,1951 年 9 月 (5) サンフランシスコ平和条約が結ばれた。
ときの首相吉田茂は，アメリカの要求する再軍備に反対する一方，米軍の駐留を求め (6) 日米安全保障条約
を結んだ。しかし，朝鮮戦争期に政界に復帰した戦犯 ･ 公職追放政治家らは，鳩山一郎を中心に日本民主党
を結成し，憲法改正・(7) 自主外交を唱え，軍備をアメリカに依存し経済復興を優先させる吉田の政策を批
判した。
　1954 年に吉田内閣にかわり鳩山内閣が成立すると，改憲が争点となった。翌年の総選挙では，左右に分
裂していた社会党が三分の一以上の議席を維持し，再統一をはたした。保守陣営も日本自由党と日本民主党
が合同して自由民主党が結成され，いわゆる ｢ 五五年体制 ｣ がはじまるのである。

問１　下線部 (1) によりそれまで民主化を目的として行われてきた政策が変更されたり，十分に実行されな
かったりしたことがある。このことを財閥解体について説明せよ。(100 字 )
問２　下線部 (2) を説明せよ。また，これを開始した内閣名を答えよ。（100 字）
問３　下線部 (3) について，国鉄の人員整理に反対する労働運動は , 1949 年夏に起きた３つの事件により大
きな打撃を受けた。その３つの事件名を答えよ。
問４　（省略）
問５　（省略）
問６　下線部 (6) の条約は 1960 年に改定された。主な修正点を説明せよ。（120 字）
問７　下線部 (7) について，鳩山内閣が行った例を１つあげよ。

【設問２】
　次の文章は，1960 年７月から 64 年 11 月まで首相を務めた池田勇人の秘書官の一人が書いた回顧録
からの抜粋である。これを読んで，下記の問いに答えよ。（400 字以内）

　岸内閣の最重要課題である (1) 安保条約改定は，日ましに悪化の情勢を示していた。当初のねらいであっ
た日本の自主性の誇示などという姿はどこかへけしとんでしまい，国会の討議は，「もし戦争があったら」
という仮定の論議から，「いまにも戦争がある」という恐怖の論議へうつりかわりつつあった。
　(2) 私は，当初，安保問題があれほど大きな騒ぎになるとは思ってもいなかった。……当初，保守党全体も，
そこまで深刻には考えていなかっただろう。
　(3) 五月十九日……以後，反米・反安保の空気が一変して，反岸となった。私は，これまで安保の討論に
ついては，かならずしも社会党に同調しないものまでが，反岸というかたちになっていくのを肌で感じた。
　安保騒動で暗くなった人心を……明るくきりかえてしまう，(4) これがチェンジ・オヴ・ペースであり，
本当の人心一新だ。新総裁，新政策である。池田は，満々たる自信と，俺以外にはないという使命感にあふ
れていた。（伊藤昌哉『池田勇人その生と死』より）

問１　下線部 (1) に「安保条約改定」とあるが，岸内閣はこの改定において旧条約のいかなる点を改定しよ
うとめざしたか，文中の「日本の自主性」という語句に留意しつつ，二つ指摘せよ。
問２　下線部 (2) で筆者は「安保問題があれほど大きな騒ぎになるとは思ってもいなかった」と言っているが，
条約改定問題が筆者や「保守党」の予測を裏切って「大きな騒ぎ」になったのはなぜか，新条約の中身にふ
れて簡潔に答えよ。
問３　下線部 (3) で「反米・反安保の空気が一変し」とあるが，この時以後運動はどのように「一変」したのか，
またその原因は何であったか。「反米・反安保」「反岸」の内容にふれつつ説明せよ。
問４　下線部 (4) にある「チェンジ・オヴ・ペース」として，池田内閣は岸内閣時代の政治を大きく転換した。
その転換の中身を二つ記せ。

【設問３】
次の文章を読んで，下記の設問Ａ・Ｂに答えなさい。（東大・一橋向けに改めた）

　1889 年２月，大日本帝国憲法が発布された。これを受けて，民権派の植木枝盛らが執筆した『土陽新聞』
の論説は，憲法の章立てを紹介し，「ああ憲法よ，汝（なんじ）すでに生まれたり。吾（われ）これを祝す。
すでに汝の生まれたるを祝すれば，随（したが）ってまた，汝の成長するを祈らざるべからず」と述べた。
さらに，７月の同紙の論説は，新聞紙条例，出版条例，集会条例を改正し，保安条例を廃止すべきであると
主張した。

設　問

Ａ　大日本帝国憲法は，その内容に関して公開の場で議論することのない欽定憲法という形式で制定された。
それにもかかわらず民権派が憲法の発布を祝ったのはなぜか。150 字以内で説明しなさい。
Ｂ　７月の論説のような主張は，どのような根拠にもとづいてなされたと考えられるか。120 字以内で述べ
なさい。

一橋大学対策編　第７回
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【設問１】
　次の文章は，1969 年 11 月に出された佐藤内閣総理大臣とニクソンアメリカ大統領との間でなされた
共同声明の一部である。これを読んで，下記の問いに答えよ。（問１から問４まですべてで 400 字以内）

(1) ～ (5) まで略
(6)　総理大臣は，日米友好関係の基礎に立って沖縄の施政権を日本に返還し，沖縄を正常な姿に復するよう
にとの日本本土及び沖縄の日本国民の強い願望にこたえるべき時期が到来したとの見解を説いた。大統領は，
総理大臣の見解に対する理解を示した。総理大臣と大統領は，また，(1) 現在のような極東情勢の下において，
沖縄にある米軍が重要な役割を果たしていることを認めた。討議の結果，両者は，日米両国共通の安全保障
上の利益は，沖縄の施政権を日本に返還するための取決めにおいて満たしうることに意見が一致した。よっ
て，両者は，日本を含む極東の安全をそこなうことなく沖縄の日本への早期復帰を達成するための具体的な
取決めに関し，両国政府が直ちに協議に入ることに合意した。（以下略）
(7)　総理大臣と大統領は，施政権返還にあたっては，日米安保条約及びこれに関連する諸取決めが変更なし
に沖縄に適用されることに意見の一致をみた。（以下略）
(8)　総理大臣は，(2) 核兵器に対する日本国民の特殊な感情及びこれを背景とする日本政府の政策について
詳細に説明した。これに対し，大統領は，深い理解を示し，日米安保条約の事前協議制度に関する米国政府
の立場を害することなく，沖縄の返還を，右の日本政府の政策に背馳しないよう実施する旨を総理大臣に確
約した。
(9) 以下，略。

問１　この共同声明ではなにが合意されたのか，そしてその結果はどうなったのか，簡潔に述べよ。
問２　沖縄施政権返還については，沖縄県民の長年にわたる祖国復帰運動の圧力があったことはよく知られ
ているが，とくにこの時期には，沖縄県民の復帰運動が激しく大規模になった，ある事情があった。また，
アメリカ側も，返還に同意することで事態を打開しようとした。沖縄返還の実現を促進することになったあ
る事情とは何か，またアメリカは，なぜ施政権返還によって事態の打開を図ろうとしたのか，下線部 (1) の「現
在のような極東情勢」といく言葉をヒントにして，具体的に記せ。
問３　沖縄返還をめぐっては，二つの問題が大きな争点となった。声明の (7)(8) を読みながら，その二つの
争点とは何であり，いかなる形で日米間で合意されたか，また返還後はその問題はどうなったかを具体的に
説明せよ。
問４　佐藤内閣は，沖縄，小笠原の返還にかかわって，下線部 (2) にあるように，ある「日本政府の政策」
を打ち出していた。それは，どんな政策かを述べよ。

【設問２】
　次の史料は，1955 年 11 月 15 日，保守合同によって自由民主党が結党された際に採択された「党の政綱」
の一部である（問１から問４まですべてで 400 字以内）。
＜党の政綱＞
一　国民道義の確立と教育改革
正しい民主主義と祖国愛を高揚する国民道義を確立するため現行教育制度を改革するとともに教育の政治的
中立を徹底……する。（以下，略）
三　経済自立の達成
……国際労働憲章，国際労働規約の原則に従い健全な労働組合運動を育成強化して労資協力体制を確立する
とともに，一部労働運動の破壊的政治偏向はこれを是正する。（以下，略）
五　平和外交の積極的展開
外交の基調を自由民主主義諸国との協力提携において国際連合への加入を促進するとともに，未締約国との
国交回復，（中略）固有領土の返還及び抑留者の早期釈放を要求……する ( 以下，略）
六　独立体制の整備

（略）

問１　政綱一は，当時保守政党が極めて重視していた点である。この政綱を具体化する政策として，1950 年
代後半に，自由民主党政府は，「現行教育制度の改革」を含めていくつかの政策を実行しようとした。その
うち二つをあげ，そこに共通する特徴を述べよ。
問２　政綱三は，「健全な労働組合運動」の「育成強化」をうたい，その反面「一部労働運動の破壊的政治偏向」
の「是正」を強調していた。この「一部労働運動」とはいかなる組織の運動を念頭に置いているか。また，
その組織が，当時労働者の経済的生活の向上のために始め，その後社会に定着した活動の名称とその内容・
効果について述べよ。
問３　政綱五にもとづいて，最初の自由民主党政府が行った政策とその結果について説明せよ。
問４　政綱六の「独立体制の整備」として，自由民主党は占領からの日本の国家的独立を完成することをめ
ざす二つの大きな課題の達成を試みた。その二つの課題とは何か，それらの課題の実現がなぜ「独立体制の
整備」と自覚されたのかも含めて説明せよ。

一橋大学対策編　第８回

【設問３】
次の二つの文章は，1972 年に発足した田中角栄内閣の政策に関するものです。これを読んで，下記の問い
に答えなさい。（問１から問４まですべてで 400 字以内）
＜資料１＞
一　日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は，この共同声明が，発出される日に終了す
る。
二　日本国政府は，中華人民共和国が中国の唯一の合法政府であることを承認する。
三　中華人民共和国政府は，台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日
本国政府は，この中華人民共和国政府の立場を十分理解し，尊重し，ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅
持する。
＜資料２＞
明治百年をひとつのフシ目にして，都市集中のメリットは，いま明らかにデメリットへ変わった。国民がい
ま何よりも求めているのは，過密と過疎の弊害の同時解消であり，美しく，住みよい国土で将来に不安なく，
豊かに暮らしていけることである。そのためには都市集中の奔流を大胆に転換して，民族の活力と日本経済
のたくましい余力を日本列島の全域に向けて展開することである。

問１　資料１は，田中内閣が中華人民共和国政府との間でかわした共同声明の一部です。この共同声明は何
か，いかなる内容を取り決めたものか，簡潔に説明しなさい。この共同声明が結ばれるに至るには，当時の
国際情勢の大きな変化がありました。声明締結を促した，国際情勢の変化となる事実を２つあげなさい。
問２　資料１の三は，いかなることを取り決めた条項であるか，説明しなさい。また，この条項に付随して，
台湾との外交関係で変更がもたらされました。それは何かを説明しなさい。
問３　資料２の文章は，田中首相の著書の中の一文です。この考え方に基づいて田中内閣がとった政策とは
何か，答えなさい。また，その政策の内容を簡潔に説明しなさい。
問４　資料２の考えに沿った政策は，日本経済に，内閣が考えたのとは異なる重大な影響をもたらしました。
その影響とは何か，政策との関連を含め，具体的に説明しなさい。また，当時，その経済的影響を加速した
世界的なできごとが起こりました。その出来事とは何か。どうして経済的影響を加速したのか，説明しなさい。
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一橋大学対策編　第９回

【設問２】
次の文章を読んで下記の問いに答えなさい。（問１から問４まですべてで 400 字以内）

　岸信介は，1896 年に山口県で生まれ，東京帝国大学在学中，美濃部達吉と対立する憲法学説を唱えてい
た上杉慎吉に私淑した。卒業後，農商務省の官僚となり，その後身の一つの商工省で⑴重要産業統制法の作
成にあたった。1936 年には満州国にわたり，政府高官となって，産業開発五カ年計画の立案や日産コンツェ
ルンの満州移駐に関わった。満州国で関東軍参謀長の東条英機と親しくなった岸は，日本に戻って商工次官
を務めた後，東条内閣で商工大臣に就任し，⑵太平洋戦争の開戦の際には宣戦の詔書に副署した。
　岸は，敗戦後，⑶Ａ級戦犯の容疑で逮捕されることになったが，1948 年，起訴を免れて出獄した。その
際に岸が向かった先は，吉田内閣の官房長官を務めていた実弟の佐藤栄作の公邸であった。サンフランシス
コ平和条約の発効とともに公職追放を解除され，政治活動を再開した岸は，保守合同に力を発揮し，1955
年に結成された自由民主党の初代幹事長となった。1957 年には首相に就任し，日米安全保障条約の改定を
進めたが，⑷それに対する反対運動（安保闘争）が高まり，新条約の自然成立を受けて退陣した。

問１　下線部⑴に関して，重要産業統制法が制定された経済的背景について説明しなさい。
問２　下線部⑵に関して，日本が太平洋戦争の開戦を最終的に決定する契機となったアメリカの動きについ
て説明しなさい。
問３　下線部⑶に関して，GHQ が天皇を戦犯容疑者に指定しなかった理由について説明しなさい。
問４　下線部⑷に関して，安保闘争が 1960 年５月から６月にかけて高揚した理由について説明しなさい。

【設問２】
第１次世界大戦に関する下記の問いに答えなさい。（問１から問３まですべてで 400 字以内）

問１　歴史上最初の総力戦となった第１次世界大戦は，かつてない惨禍を人類にもたらした。そのため，大
戦後，国際法の領域では，国際紛争を解決する手段として，戦争という行為に訴えること自体を違法とみな
す「戦争の違法化」が進んだ。この「戦争の違法化」を象徴する組織と国際条約をひとつずつあげ，日本政
府の関与にもふれながら，その内容を簡単に説明しなさい。

問２　大戦後，アジア地域では，列強間の協調体制を構築するため，大規模な国際会議が開催された。軍備
問題・中国問題を中心にして，その国際会議の内容と日本政府の対応を具体的に説明しなさい。

問３　第１次世界大戦は，ソヴィエト政府が提唱した無併合・無賠償・民族自決の講和原則，アメリカ大統
領ウィルソンの提唱した平和原則 14 カ条などの影響もあって，民族独立運動高揚の大きな契機ともなった。
日本の植民地であった朝鮮においても，大戦後，民族独立運動の大きな高揚がみられたが，日本政府はこれ
に対し，どのように対応したか。具体的に説明しなさい。

【設問３】
　次の文章は，連合国軍最高司令官総司令部（以下ＧＨＱと略称）により作成された日本占領の公式の記
録のうち，日本国憲法制定過程に関する部分の邦訳である。これを読んで，下記の問いに答えよ。（全てで
400 字以内）

　憲法問題調査委員会が，1945 年 10 月，幣原内閣総理大臣により，松本烝治博士を委員長にして設置され，
直ちに調査を始めた。…（46 年）１月のはじめ，彼（松本）は二つの案を提出した。…(1) －Ａ提案せられ
た改正案は，もっとも保守的な民間草案よりも，さらにずっと遅れたものである。その意図が，明治憲法の
字句を修正することによって，…従来通り，漠然として弾力性のある形で，支配層が適宜に適用し解釈でき
るようにしておくことであったことは全く明瞭である。…２月１日，マッカーサー元帥は，民政局長ホイッ
トニー准将に，松本草案を拒否する詳細な回答書を作成し，日本政府に手交することを命じた。…(1) －Ｂ
しかし最高司令官は，さらに慎重に熟慮した結果，彼が基本的と考える諸原則…を具体化した憲法草案を用
意するほうがよいという結論に達した。（以下略）
　（制定された新憲法の）(2) 第二章は，憲法史上まさに一時期を画すべきものである。戦争の放棄と軍備の
禁止とによって，日本における軍部の権力と勢力は破壊され，軍備の負担が日本国民にはなくなった。（以
下略）
　第三章は，「国民の権利及び義務」と題されている。…この第三章には，政府が介入してはならぬ個人の
活動範囲が定められている。…(3) すべての人の法の下の平等が保障される。…以上をまとめると，個人の
市民の自由は，民主主義の基礎として，もっとも広範に保障されている。（以下略）
　　　　　　　　　　　　　　（宮沢俊義ほか訳「日本の新憲法」『国家学会雑誌』65 巻１号 1949 年より）

問１　ＧＨＱは，日本政府の憲法改正案に強い不満を示しているが，ＧＨＱがもっとも強く不満を持った点
は，どこにあったか，下線部 (1) －Ａに注意して，具体的に指摘せよ。また，日本政府の改正事業に失望し
たＧＨＱは，当時の国際情勢をにらんで新たな措置をとるに至った。その新たな措置とは何か，なぜそうい
う措置に出たかを，下線部 (1) －Ｂを参照しつつ簡潔に記せ。
問２　下線部 (2) で，ＧＨＱは日本国憲法第９条の非武装規定を高く評価しているが，のちにＧＨＱ自らが
この条文の構想とは異なる政策を打ち出すに至った。ＧＨＱの方針転換はいかなるものであり，それはどう
いう背景でなされたのか，またその転換は，直接にはいかなる事件を契機に起こったか，を具体的に記せ。
問３　下線部 (3) に記されてある「平等」を実現するために，この時期に，いくつかの重要な改革がなされた。
そのうち，とくに，明治憲法下での女性のおかれた差別的地位をなくすためになされた改革を二つあげ，内
容を簡潔に説明せよ。

【設問４】
1938 年１月 16 日，近衛内閣は「帝国政府ハ爾後国民政府ヲ対手トセス」との声明を発した。1937 年
７月８日早朝の北平（現北京）郊外盧溝橋での小戦闘から，この声明にいたるまでの約半年間に，日中間の
戦争をめぐる政治と軍事の過程がどのように展開したのか説明せよ（200 字以内）。
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一橋大学対策編　第 10回

【設問１】
次の文章は，1935 年（昭和 10）10 月 15 日付の政府声明の一節である。これを読んで，次の問い (1) ～ (3)
に答えよ。（400 字以内）

　抑ゝ我国に於ける統治権の主体が天皇にましますことは我国体の本義にして帝国臣民の絶対不動の信念な
り，帝国憲法の上諭竝条章の精神亦茲に存するものと拝察す，然るに……（中略）……所謂天皇機関説は神
聖なる我国体に悖り其本義を愆るの甚しきものにして，厳に之を芟除せざるべからず，政教其他百般の事項
総て万邦無比なる我国体の本義を基とし其真髄を顕揚するを要す，政府は右の信念に基き茲に重ねて意のあ
るところを闡明し以て国体観念を愈ゝ明徴ならしめ其実蹟を収むる為全幅の力を効さんことを期す。

(1)　天皇機関説の内容とその政治史的意義について具体的に述ベよ。
(2)　政府がこの声明を出したことは，日本のファシズム化の過程においてどのような意味を持ったかを，具
体的に説明せよ。
(3)　ここで示されたような「国体観念」は敗戦後どのような形で否定されることになるか。政治上，教育上，
宗教上などでとられた措置を４つあげ，その内容を具体的に説明せよ。

【設問２】
　次の文章を読み，下記の問いに答えよ。（400 字以内）

　1955 年以降 1973 年のオイル・ショックにいたる期間に，日本は，世界に類をみない経済の高度成長を
達成した。高度成長をとおして日本の経済社会は大きく変貌し，（問１）新産業を中心とした重化学工業化
が急速にすすむ一方，（問２）就業構造も激変した。（問３）農地改革・財閥解体・労働改革を中心とした戦
後改革は，日本のこうした高度成長をうながす歴史的前提条件をつくりだした。

問１　高度成長期の重化学工業の特徴を，とくに戦前の 1930 年代の重化学工業化との対比で具体的に述べ
よ。
問２　高度成長期の就業構造の変化の特徴を記せ。
問３　下線部分を具体的に説明せよ。

【設問３】
　戦前期日本の陸海軍について，下記の問いに答えなさい。（問１から問３まですべてで 400 字以内）

問１　陸海軍のあり方を支えた制度の一つに「統帥権の独立」があった。この「統帥権の独立」について，
参謀総長・軍令部長（1933 年以降は軍令部総長）の果たす役割にも言及しながら，具体的に説明しなさい。
問２　「統帥権の独立」の解釈が政治的対立の重要な争点となった事件があった。解釈の相違に留意しながら，
その事件の経緯を具体的に説明しなさい。
問３　アジア・太平洋戦争の敗戦後，ポツダム宣言に基づき陸海軍の武装解除と復員が行われた。これと並
行して，ＧＨＱは，経済改革・教育改革など，広範囲な非軍事化・民主化政策を次々に実施したが，直接的
な非軍事化政策の要となる政策を二つあげ，その内容を具体的に説明しなさい。

【設問４】
　1882 ～ 1883（明治 15 ～ 16）年、伊藤博文らは、ドイツをはじめヨーロッパ諸国において、憲法や立
憲的諸制度の調査にあたった。その際、彼等はしばしばドイツの政治家や学者などから、明治維新以来日本
政府が進めてきた改革は余りに急進的であり、日本がいま立憲政治を取り入れようとするのは、必ずしも賢
明なこととはいえない、とする忠告を受けたといわれる。

　そこで、諸君が伊藤博文らの調査団に加わっていたと仮定し、上述のようなドイツ側の忠告に対して、日
本として立憲政治を取り入れる必要があることを説明する文章を８行（240 字）以内で記せ。
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一橋大実戦演習　１

【第１問】
　つぎの文章を読んで，下記の問いに答えよ。（問１から問４まですべてで 400 字以内）
　
　道は，人・物・情報が行き交う場として，歴史上，重要な役割を果たしてきた。そのあり方は，社会の仕
組みと深い関わりを持っていた。古代律令国家は，支配地域を畿内と七道に行政区分し，a) 都との交通のた
めに官道を整備した。中世になると，国家による統一的支配は弱まったが，畿内と東国などの間の交通は盛
んであり，b) 旅行者による紀行文も多く残されている。近世には，c) 幕藩制国家により五街道などが整備
されたが，d) 物資の輸送は海上・河川など舟運の果たす役割が大きかった。

問１　下線部 a) の官道は，どのような目的で利用されたか。律令国家の支配制度と関係させて説明せよ。
問２　下線部 b) の紀行文を一つあげ，作者名と旅行の目的を述べよ。
問３　下線部 c) の街道における交通の運営方式を説明せよ。
問４　下線部 d) のような事情が生まれた政治的・経済的理由を説明せよ。

【第２問】
次の (A)，(B)，二つの法律条文は，ある法律の改正前と改正後の条文である。これを読んで，下記の問い
に答えよ。（400字以内）

(A)　第一条　国体ヲ変革シ，又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ，又ハ情ヲ知リ
テ之ニ加入シタル者ハ，十年以下ノ懲役，又ハ禁錮ニ処ス。( 以下略 )
(B)　第一条　国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者，又ハ結社ノ役員其他指導者タル任務
ニ従事シタル者ハ，死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役若クハ禁錮ニ処シ，情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者，
又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ，二年以上ノ有期懲役又ハ禁錮ニ処ス。私有財産制度ヲ
否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者，結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ
為シタル者ハ，十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス。( 以下略 )

問１　この法律 (A) は，1925 年に制定されたものであるが，この法律とは何か。また，この法律がこの年に
制定された背景にはいくつかの事実があった。政府が，この時期に，かかる法律を制定するにいたった背景
として考えられる事実を，三つ記せ。
問２　(A) の法律は，1928 年 3 月に，本格的に発動された。この発動された事件とは何か。また，この法律が，
この時期に本格的に発動された理由を具体的に述べよ。
問３　(A) の法律を発動するとともに，政府当局は，いくつかの措置をとった。その一つは，(A) の法律の
改正であるが，それ以外にも重要な措置をとった。とられた措置のうち，ひとつをあげよ。
問４　政府は，(A) の法律の本格的発動の直後，この法律の改正を試みた。改正後の法律の条文が (B) である。
この改正で大きく変わった点を二つあげ，その理由をそれぞれ記せ。また，この改正は，通常の法改正とは
異なる形式で行なわれ，当時大きな論議を呼んだが，それはいかなる形式で行なわれたのか。それは，いか
なる問題があると批判されたのか。

【第３問】
次の文章を読み，下記の問いに答えよ。（400字以内）
　1900 年代末から 1920 年代初めにかけて，三井・三菱・住友の三大財閥は，(1) 特殊日本的な独占体とし
ての姿態をととのえた。
　1930 年代に入ると，日本の産業構造の重化学工業化にともない，既成財閥とは異なるタイプの (2) 新興
財閥が台頭し，朝鮮・満州への投資を活発におこなうようになった。
　敗戦後，財閥は，日本軍国主義の基盤になっていたという理由で，連合国軍総司令部（GHQ）によって (3)
解体された。しかし，東西「冷戦」の激化にともなうGHQの占領政策の転換によって，財閥解体に示された (4)
経済民主化政策は後退し，新しい企業集団が形成されるようになった。

問１　下線部 (1) について。独占体としての財閥の日本的特徴を３点あげよ。
問２　新興財閥の財閥名を２つあげ，下線部 (2) を具体的に説明せよ。
問３　下線部 (3) について。財閥はどのようにして解体されたか，具体的に説明せよ。
問４　下線部 (4) について。新しい企業集団の特徴は幾つかあるが，経済民主化政策の後退との関連で，そ
の特徴を１点述べよ。
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一橋大実戦演習　２

【第 1問】
　次の A，Bの史料を参照し，次の問いに答えなさい。（全部で 320 字以内）

A
　昔，この村には無筆（読み書きのできない）の者が多かった。今では，そのようなことを言っても，誰も
本当のことだとは思わないほどである。もっとも，老人にはまだ無筆の人もいるが。以前，たいへん博学な
寺の住職が隠居した後に，儒教の書物などを教授することはあったが，そのころは村の人々に余裕がなかっ
たためか，学ぶことは流行しなかった。しかし，そのうちに素読（儒教書などを声を出して読むこと）が流
行し，奉公人までが学ぶようになった。さらに現在では，学問，俳諧，和歌，狂歌，生け花，茶の湯，書画
などを心がける人が多い。この村では，まことに天地黒白ほどの変化が生まれたが，この村だけではなく世
間一般に同じ状況である。

＊この史料は，1770 年代に生まれたある村の知識人が 1840 年代に村の変化を書き留めた記録から抜粋し，
現代語訳したものである。

B
　下の図は，江戸の版元（出版社）として有名な蔦屋（つたや）の店舗の情景を描いた葛飾北斎の作品である。
武士などの客が店先をのぞき，店内では店員が忙しげに書物を製本中である。また，多量の書籍や版画が出
荷を待っている。文化・文政期（1804 年～ 1829 年）にこれらの出版物は，蔦屋のような板元から，小売や
貸本屋の手を経て無数の人々の手に届けられ，数多くの作家や絵師が人気を博した。

設問
　問 1　A の文章のような変化が生まれた背景を，執筆された当時の文化の特徴にふれながら説明しなさい。
　問 2　B に言われるように，出版が盛んになった原因は何か。時代的背景にふれながら説明しなさい。

【設問３】（全部で 400 字以内）
　次の表は，日本の敗戦から 1976 年末までの，中国およびソ連からの日本人の復員・引揚者数をまとめた
ものである。この表を参考に，下の⑴・⑵の文章を読んで，下記の設問Ａ・Ｂに答えなさい。

　　地域	 　　　　　　　　軍人・軍属	 一般邦人
中国東北地方	 　　　　　　　　52,833 人	 1,218,646 人
東北地方以外の中国と香港	 1,058,745 人	 496,016 人
ソ連（旧日本帝国領を除く）	 453,787 人	 19,155 人

⑴　第二次世界大戦の終結ののち，日本の占領地や植民地などにいた日本人軍人・軍属の復員とそれ以外の
一般邦人の引揚げが始まった。多くの日本人は終戦の翌年までに帰還したが，中国とソ連からの帰還は長期
化した。
⑵　ソ連政府は 1950 年に「日本人捕虜の送還を完了した」と宣言し，日本人の送還を中断したが，しかる
べき時期にほぼ全員が帰還を遂げている。

設問
問 1　表に見るように多数の一般邦人が，中国に在住するようになっていたのはなぜか。1900 年代，1910 年
代，1920 年代，1930 年代それぞれの歴史的背景に触れながら説明しなさい。
問 2　ソ連からの日本人の帰還が，⑵のような経過をたどった理由を当時の日ソ関係，国際情勢にふれなが
ら説明しなさい。

【第 2問】（全部で 400 字以内）
　明治維新の過程ではさまざまな政治改革の構想が打ち出された。次の文章はそのもっとも初期の例で，
1858 年，福井藩士橋本左内が友人に書き送った手紙の一部を現代語に直したものである。これを読んで下
記の設問Ａ・Ｂに答えなさい。

第一に将軍の後継ぎを立て，第二に我が公（松平慶永），水戸老公（徳川斉昭），薩摩公（島津斉彬）らを国
内事務担当の老中，肥前公（鍋島直正）を外国事務担当の老中にし，それに有能な旗本を添え，そのほか天
下に名のとどろいた見識ある人物を，大名の家来や浪人であっても登用して老中たちに附属させれば，いま
の情勢でもかなりの変革ができるのではなかろうか。

設問
問１　橋本がこのような意見を述べるきっかけとなった東アジア情勢について，アメリカの幕府への対応も
含めて説明しなさい。
問２　橋本は幕末の公議政体論の先駆者として知られるが，この構想は従来の政治の仕組みをどのように変
えようとするものであったか説明しなさい。
問３　この後，維新の動乱を経て約 30 年後には新たな国家体制が成立したが，その政治制度は橋本の構想
とはかなり違うものとなっていた。支配階級（為政者）に着目しながら，相違点をいくつかあげて論じなさい。

字数が400字になっていないこともあります。字数指定に注意してください。
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【第１問】（全部で４００字以内）
　次の文章は，ジャーナリスト徳富蘇峰が，1916（大正５）年，政府のロシアに対する外交政策を支持す
る立場から，国民の対露感情を批評したものである。これを読んで，下記の設問に答えなさい。

明治三十七八年役の，大なる収穫あり。そは百年来，我が国民を悪夢の如く圧したる，怖露病を一掃したる
こと是れなり。（中略）対馬海の大海戦，奉天の大陸戦は，我が国民の自恃心を刺戟し，憂うべきは，怖露
にあらずして，却って侮露たらんとするの傾向さえも，生じたりしなり。（中略）吾人は漫りに帝国の前途
を悲観する者にあらず。されど我が国民が小成に安んじ，小功に誇り，却って其の当面の大責任を，放却し
つつあるにあらざるかを，憂慮せざらんとするも能わざるなり。

設問
問１　上の文章に言う「怖露病」がもっとも激しかったのは日清戦争直後のことであったが，その国際関係
上の背景について，利害上関係する２国をあげたうえで具体的に説明しなさい。
問２　「明治三十七八年役」の後，上の文章の執筆時において，日露両国政府の関係は，戦争前とは大きく
変化していた。その変化の内容と理由とを第１次世界大戦開戦までについて説明しなさい。

【第２問】（全部で２００字以内にとどめなさい）
　次の文章は民俗学者柳田国男が 1954 年に著したものである。これを読んで下記の設問に答えなさい。

　1878 年（明治 11 年）の報告書を見ると，全国農山村の米の消費量は全食糧の三分の一にもおよんでいない。
以後兵士その他町の慣習を持ち帰る者が多くなると，米の使用量は漸次増加している。とはいえ明治時代に
は農民は晴れの日以外にはまだ米を食っていなかったといってよろしい。（中略）こんどの戦争中，山村の人々
は (1) 米の配給に驚いた。当局とすれば，日常米を食わぬ村だと知っていても，制度ともなれば配給から除
外出来るものではない。そうした人々は，戦争になって，いままでよりよけいに米を食べるようになったの
である。（中略）それにしても大勢は明治以後，米以外には食わぬ人々が増加し，外米の輸入を余儀なくさ
せる状勢であった。こうした食糧事情に伴って，(2) 砂糖の消費量の増加，肉食の始まりなど，明治年代の
食生活の風俗は目まぐるしいほど変化に富んだものであった。

設問
問１　下線部 (1)「米の配給」はどのような背景の下で何のために作られた制度か，簡潔に説明しなさい。
問２　下線部 (2) のような食生活の変容をもたらした要因は何か，簡潔に説明しなさい。
問３　明治時代の農村の人々はなぜ都市の人々ほど米を食べていなかったのか，土地所有制度に留意しなが
ら説明しなさい。

【第３問】（全部で２５０字にとどめてください）
　次の文章を読み，下記の設問に答えなさい。

　第二次世界大戦が終わってまもなく、(A)1945（昭和 20）年 12 月、衆議院議員選挙法が改正公布され、
翌年４月、戦後はじめての衆議院議員総選挙が実施された。その結果、第一党となった日本自由党が日本進
歩党との連立内閣を組織した。(B) 第二次世界大戦前の最後の政党内閣が崩壊してから、14 年ぶりの政党内
閣の復活であった。1947（昭和 22）年５月に施行された (C) 日本国憲法により、国会は国権の最高機関となり、
議院内閣制が制度化された。こうして、政党政治は国政運営の基本として確立した。

設問
問１　(A) について，このときの衆議院議員選挙法の主要な改正点を２点あげ，従前の同法と対比しながら
簡潔に説明しなさい。
問２　(B) について，第二次世界大戦前の最後の政党内閣の首相の氏名とその政党名を，ともに記せ。また，
その内閣が崩壊した事情，および政党内閣が継続しなかった事情を，具体的に説明しなさい。
問３　(C) 大日本帝国憲法下の帝国議会には認められていなかった権限で，日本国憲法により国会に認めら
れた主要な権限を２点あげなさい。

一橋大実戦演習　３

【第４問】（全部で 400 字以内）
　次のグラフは日本における鉄道の発達を示したものである。このグラフを手がかりとして，下記の設問に
答えなさい。

設問
問１　1904 年度と 1907 年度とを比較すると大きな変化がみられる。その理由を簡潔に述べなさい。
問２　1889 年度から 1901 年度にかけて鉄道の営業距離はどのように変化したか。その特徴と経済的背景と
を具体的に説明しなさい。
問３　官設鉄道建設費の推移を見ると，1919 年度から 1921 年度にかけて急激に増加している。当時の内閣
はなぜこのような政策をとったのか。また，第 2 次世界大戦後に同様の政策をとった内閣を１つあげ，その
政策について簡潔に説明しなさい。

字数が400字になっていないこともあります。字数指定に注意してください。
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【設問０】
　国際連盟脱退から日独伊三国同盟締結に至る日本の外交政策の展開について，以下の用語を用いて 300 字
以内で述べなさい。

　英国・米国　コミンテルン　枢軸　日中戦争　

一橋大実戦演習　４

【設問１】
　次の史料は，1615 年に制定された「禁中並公家諸法度」（抄出）である。これを読んで下記の問いに答えよ。

（400 字以内）

一，天子御芸能の事，第一御学問也。→問 1
一，武家の官位は，公家当官の外為るべき事。→問２
一，改元は，漢朝年号の内，吉例を以て相定むべし。但し，重ねて習礼相熟するにおいては，本朝先規
の作法為るべき事。→問３
一，紫衣の寺は，住持職先規希有の事也。近年猥りに勅許の事，且つは臈次を乱し，且つは官寺を汚し，
甚だ然るべからず。向後においては，其の器用を撰び，戒臈 * 1 相積み智者の聞えあらば，入院 *2 の儀
申し沙汰有るべき事。→問４
　（注）1 戒臈…仏道修行の年数　　2 入院…僧侶が住職となって寺院に入ること

問 1　この箇条は，この法度の第一条である。ここには徳川幕府の対朝廷政策の特徴がよく表れているとい
われているが，豊臣政権と対比して，徳川幕府の対朝廷政策の特徴をのべよ。
問２　この箇条は公家の官位制と武家の官位制を区別したものである。幕府がこのような制度を定めたこと
の意味を説明せよ。
問３　江戸時代には，どのような場合に年号が改められたか。明治維新にさいして定められた制度と対比し
て説明せよ。
問４　この箇条に関連して，1629 年におこった事件がある。この事件について説明せよ。

【設問２】
　次の史料は，豊臣秀吉が天正 15 年（1587）６月 18 日に出したキリシタン禁令の第６条と第８条である（意
味を通りやすくするため原文に少し手を加えた）。これを読んで，下記の設問に答えよ（全部で 300 字以内）。

（第６条）
一，伴天連門徒の儀は，一向宗よりも外に申し合わせ候由，（秀吉が）聞こし召され候。一向宗，その国
郡に寺内を立て，給人へ年貢を成さず，ならぶに加賀一国を門徒に成し候て，国主の富樫を追い出し，
一向宗の坊主のもとへ知行せしめ，その上越前まで取り候て，天下の障りに成り候儀，その隠れなく候事。

（第８条）
一，国郡または在所を持ち候大名，その家中の者共を伴天連門徒に押し付け成し候事は，本願寺門徒の
寺内を立て候よりもしかるべからざる儀に候間，天下の障りに成るべく候条，その分別これなき者（そ
のことをわきまえない大名）は，御成敗を加えらるべく候事。

設問
問１　第６条には戦国時代の一向一揆の行動が記されている。その特徴について，組織編成と行動の観点か
ら具体的に説明せよ。
問２　伴天連（キリスト教宣教師）は，日本布教にあたってどのような方針を採ったか。第８条から読みとっ
て簡潔に述べよ。
問３　秀吉が，一向宗や伴天連門徒を「天下の障り」と考えた理由を説明しなさい。

【設問３】
　次のグラフは，1945 年以前に日本（植民地を除く）の工場で働いていた職工について，男女別の人数の変
化を示したものである。このグラフを見ながら，下記の設問に答えなさい（300 字以内）。

問１　1920 年代まで女性の数が男性を上回っているが，これはどのような事情によると考えられるか。当時
の産業構造に留意して説明しなさい。
問２　男性の数は 1910 年代と 30 年代に急激に増加している。それぞれの増加の背景を，国内経済事情をふ
まえながら具体的に説明しなさい。
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【設問１】
　次の⑴～⑷の文章を読んで，下記の設問に答えなさい。（全部で３００字以内）

⑴　江戸幕府は，1615 年の大坂夏の陣で豊臣氏を滅ぼした後，伏見城に諸大名を集めて武家諸法度を読み
聞かせた。その第１条は，大名のあるべき姿について，「文武弓馬の道，専ら相嗜むべき事」と述べていた。
⑵　ついで幕府は，禁中並公家諸法度を天皇と公家たちに示した。その第１条は，天皇のあるべき姿について，

「第一御学問なり」と述べ，皇帝による政治のあり方を説く中国唐代の書物や，平安時代の天皇が後継者に
与えた訓戒書に言及している。
⑶　1651 年，新将軍のもとで末期養子の禁が緩和され，1663 年には殉死が禁止された。これらの項目は
1683 年の武家諸法度に条文として加えられた。
⑷　1683 年の武家諸法度では，第１条は「文武忠孝を励まし，礼儀を正すべき事」と改められた。

設問
問１　⑴・⑵の時期に，幕府は，支配体制の中で大名と天皇にそれぞれどのような役割を求めたと考えられ
るか，説明しなさい。
問２　1683 年に幕府が武家諸法度を改めたのは，武士の置かれた社会状況のどのような変化によると考えら
れるか，具体的に説明しなさい。

【設問２】
　近代日本の教育は，初等教育でも高等教育でも，明治初年より戦後までの間，制度・内容の両面において
幾多の変遷をみてきた。以下の年表を参照しながら，次の各問いに答えなさい。（全部で４００字以内）

1872（明治５）年　学制公布
1886（明治 19）年　帝国大学令公布
1890（明治 23）年　教育勅語発布
1907（明治 40）年　義務教育４年から６年に延長
1918（大正７）年　大学令公布
1941（昭和 16）年　国民学校令公布
1943（昭和 18）年　学徒出陣開始
1947（昭和 22）年　教育基本法・学校教育法公布

問１　学制の公布の目的について，それ以前の教育の状況を踏まえながら説明しなさい。
問２　1886 年の帝国大学令の公布と 1918 年の大学令の相違について説明しなさい。
問３　上記年表期間から読み取れる我が国の教育理念の変遷について説明しなさい。

【設問３】
　次の文章を読んで，各問いに答えなさい（全部で４００字以内）。

　貨幣制度，金融制度，財政制度の形成と整備は，工業生産の急速な拡大とともに，明治維新以後の日本に
おける資本主義の発展の中で重要な役割を果たしてきた。とくに，貨幣・金融制度は我が国の国際的な地位
の変化とともに，いくたびかの改変を経験した。

問１　我が国は，なぜ金本位制の確立を目指したか，それをいかに達成したか，時期を明確にしながら具体
的に説明しなさい。
問２　１９３０年に金解禁を実施したが，その目的について，国内および国際事情にふれながら具体的に述
べなさい。
問３　１９３０年の金解禁後，まもなく金輸出を再禁止するに至った国内および国際事情について簡潔に述
べなさい。
問４　第二次大戦後，国際為替相場が変動相場に移行した国際背景について簡潔に述べなさい。


