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学部学科試験サンプル問題

総合グローバル学部 総合グローバル学科

【学部学科試験名】
グローバル化する人間社会について、提示された資料の理解力および思考力を問う試験
（英語の設問を含む）

【試験時間】 ７５分
【出題の意図、求める力等】
提示された資料に基づき、グローバル化する人間社会についての理解力および思考力を問
う試験（英語の設問を含む）。大問３題で、そのうち１題は英語、残り２題は世界史、日本
史、地理、政治・経済、現代社会などの問題を総合的に出題する。選択式だけでなく、論
述式の問題も含める（変更の可能性あり）
。

※サンプル問題の出題形式は例であり、問題数は本試験と異なる場合があります。
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□
1

下記の文章は、Laurence J. Brahm 著の The Anti-Globalization Breakfast Club: Manifesto for a Peaceful

Revolution, (John Wiley and Sons, 2009)の書評記事である（Anthony Fensom “A Peaceful Challenge against
Globalization” The Japan Times, July 26, 2009）
。この文章を読み、後の問いに答えなさい。

London’s famous Ritz Hotel boarded its windows, construction sites were cleared of rubble and bankers
were warned to stay home. The event was the April 2009 meeting of the Group of 20, and no effort was
spared to protect the visiting dignitaries — and financial district — from demonstrations by antiglobalization protesters determined to get their message across to a global audience.
While protesters stormed the barricades, some smashing bank windows and attacking police, the world
leaders worked to devise a trillion-dollar stimulus package for the battered global economy. But for
American international activist Laurence J. Brahm, the best action they could have taken would have
been to pull the ( 1

) on the whole system.

“People worldwide have had enough of the Washington Consensus, with its combined neoliberal
economics and neoconservative politics,” he writes in “The Anti-Globalization Breakfast Club.” Instead,
Brahm argues that “our world [must] move from its current era of violence driven by greed,
shortsightedness and frustration, into a new era of peace, respect for the environment and human ( 2 ).”
Originally conceived as a set of policy prescriptions to help Latin America recover from the economic
crisis of the 1980s, the so-called Washington Consensus is said to have become a “market fundamentalist”
agenda shared by Washington-based institutions such as the World Bank, International Monetary Fund
(IMF) and the U.S. Treasury Department.
This is the main but not the only target of Brahm’s book, in which he argues he is not anti-globalization
but instead part of a “global justice movement.” Reflecting the author’s lifestyle changes, the book marks
a major ( 3

) from his earlier works, which include texts on business in China and a fawning biography

of former Premier Zhu Rongji.
After a successful career as a China business negotiator and commercial lawyer for nearly two decades,
Brahm reached an

ア)

epiphany in the Himalayan peaks, moving to Lhasa, Tibet, in 2005, to set up the

Shambhala Foundation in support of ethnic diversity and culturally sustainable development.
Despite praising the rapid economic development that has seen millions of Chinese escape poverty —
ironically aided by the rise of globalization — Brahm appears to have lost faith in the Chinese (

4 ),

criticizing the country’s “materialist, consumption-driven values.”
Brahm’s response to these values and the Washington Consensus is the Himalayan Consensus, which
draws on the region’s indigenous philosophies such as Buddhism, Hinduism and Islam. Its main
principles are an end to economic fundamentalism and adoption of indigenous solutions; social
interaction without violence and equality; and that every country has the right to self-determination.
The last principle is particularly interesting, given Brahm’s residence in Lhasa. Perhaps due to his
work as a negotiator between the Dalai Lama and Beijing, he ignores the issue of Tibetan independence
and also the corrupt, ( 5 ) nature of many regional governments.
A former adviser to the socialist states of Laos, Vietnam and Cambodia on their market-oriented
reforms, in addition to China, Brahm has little positive to say about the so-called
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イ)

“cookie-cutter”

solutions of the IMF and World Bank, ( 6

) he slams the World Trade Organization for working in the

interests of the richer nations.
On a more positive note, Brahm devotes a ( 7

) to Muhammad Yunus, in whose development of

micro-credit loans for the poor he sees an “Asian-initiated model for sustainable development that could
provide an alternative to the Washington model.”
It is easy to dismiss the author’s idealism, and the many motherhood statements invite criticism for a lack of substance
and concrete examples. But there are some (

8

) points, including the need for the developed world to open its markets

to the farm products of the less developed countries, the need for environmentally sensitive development in China and
India, and how economic growth is not the be-all and end-all of human existence.
Japan trod its own path to industrialization and there are few new lessons in the book for this country, ( 9

), perhaps,

from the need to support sustainable development in the region through such mechanisms as the purchase of carbon
credits.
Subtitled “Manifesto for a Peaceful Revolution,” it can only be hoped that this work inspires the anti-globalization
movement to seek a ( 10 ) alternative, like Brahm’s desired Buddhist paradise of ウ) Shangri La.

問1

文脈上、(1)～(10)の空所に入る最も適切な語、または句をそれぞれ(a)～(d)から１つ選びなさい。
(1)

(a) stop

(b) plug

(c) arm

(d) strength

(2)

(a) dignity

(b) sacrifice

(c) condition

(d) environment

(3)

(a) degradation

(b) destination

(c) departure

(d) decline

(4)

(a) miracle

(b) surprise

(c) beautification

(d) integration

(5)

(a) pluralistic

(b) participatory

(c) bigoted

(d) undemocratic

(6)

(a) notwithstanding

(b) in spite of

(c) while

(d) although

(7)

(a) chapter

(b) composite

(c) concise

(d) compassionate

(8)

(a) unconventional

(b) existential

(c) intriguing

(d) valid

(9)

(a) check out

(b) graduate

(c) apart

(d) distinguished

(b) peaceful

(c) status quo

(d) heartless

(10) (a) outrageous

問2

下線部ア～ウの語に最も近い意味の言葉をそれぞれ(a)～(d)から１つ選びなさい。
(ア) epiphany
(a) manifestation

(b) inspiration

(c) harmony

(d) noise

(b) individualized

(c) tasty

(d) epoch-making

(b) utopia

(c) Shanghai

(d) Shenzhen

(イ) “cookie-cutter”
(a) identical
(ウ) Shangri La
(a) inferno
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問3

文中にある the Himalayan Consensus とは何か、文脈から判断して日本語で 50 字以内で説明しなさ
い。

問4

以下の日本語の文に相当するように、与えられた語を１回ずつ使って英文中の空所を埋めた時、＊印
の箇所に入る語を選びなさい。なお、文頭に来る単語も小文字で記している。

(あ) 作家は場面を描写するために言葉を用いることができる。画家はそれを描ける。音楽家、そして音響ス
タジオは、過去の音をある程度再現できる。
A writer can use words to describe a scene. A painter can paint it. A musician, and a sound-effect
studio, can reproduce (
(a) to

(b) sounds

)(

＊

(c) extent

)(

)(
(d) of

)(

)(

(e) some

) the past.

(f) the

(い) しかし、最も強力な感覚である嗅覚には語彙がない。記憶と結びついた場合には、嗅覚は、個人の過去
を他のどの感覚よりも喚起することができるのだが。
But the most potent of senses, smell, has no vocabulary, (
(

)(

(a) an

＊

)(

)(

), it (

)

) individual’s past as no other sense can.
(b) allied

(c) evoke

(d) memory

(e) can

(f) with

(う) 「知」という語は、短い時間では言い尽くせず、経験と熟考を通してしか理解できないという意味で、
濃密な概念と呼べるかもしれない。
The word ‘knowledge’ is what might be described as a thick concept (
(

)(

)(

(b) exhausted

＊

) it (

)

) a short definition and can only be understood through experience and

reflection.
(a) by

)(

(c) in

(d) is
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(e) not

(f) that

□
2

次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

難民問題は、ヨーロッパを主要な舞台として展開してきた。英語の「難民」
、つまり refugee の語源は、古
フランス語で亡命者を意味する réfugié で、これは 1685 年、1）ルイ 14 世がナントの勅令を廃止し、弾圧さ
れたユグノーがオランダやイギリスに移住したことに由来する。以降、ある国家の政治体制や政策に反対し、
それを拒否し、他国へ移動する人々のことを refugee と呼ぶようになったと考えられる。
現在のような意味での難民が誕生するのは 19 世紀末から今世紀初頭にかけて、ヨーロッパの諸地域が「国
民国家(nation-state)」という新たな装いを身につけ、
「国民(nation)」が主権をもちはじめた時代に対応して
いる。国家の保護の対象が国籍(nationality)を持つ権利を有する「国民」と理解され、誰が国籍を有する権利
があるのかが議論の対象となり始めた。いわば、難民とは、国民と 2）コインの表と裏のように誕生した国際
的（international）な課題であった。
はじめての国際的な難民支援は、第一次世界大戦後に設立された 3）国際連盟（League of Nations）ととも
に誕生した。
「国民」の代表の集まりである国際連盟の誕生は、第一次世界大戦の終結に際して、国民国家が、
王国や帝国にとってかわり、正統的規範となったことを意味していた。このとき、国民国家の集合体の視点
から、国家間を移動する難民を国際的に議論し対処する体制が生まれたのである。
ヴェルサイユ体制下で民族の自決権が承認され、第一次世界大戦後の 4）ドイツ帝国、オーストリア＝ハン
ガリー帝国、およびオスマン帝国の解体によって東欧諸国が独立する一方、国民国家内にとどまる少数派が
迫害を受け、移動するようになった。国際的な難民資格の制度化の起点となったのは 1921 年、
（ A ）革
命に伴う大規模な（ A ）からの難民に対応するための、国際連盟による（ A ）難民高等弁務官事務所
の設置である。初代高等弁務官となった科学者でのちに政治家となったフリチョフ・ナンセンは、（ A ）
からの難民に対してナンセン・パスポートを発給することで難民資格の制度化を進めた。これは、第一次世
界大戦後のパスポート制度の確立つまり「人の移動」に関する管理の国際的制度化と呼応している。
難民問題が、現在のような人道上の問題であると理解されるようになり、支援組織と法の整備が進んだの
は、第二次世界大戦中のヨーロッパでおこった

5）ユダヤ人排斥をきっかけとしてであった。6）1948

年に採

択された「世界人権宣言」において、はじめて人道上の問題として難民問題が認識され、国籍を持たない国
においても庇護を求める権利と基本的人権を享受できる旨が理解されることになった。そして難民問題に対
処する国際機関の設置、法整備の必要性が改めて議論されることになった。
難民の保護と救済活動のための法整備、そのための国際機関の設置の背景には、戦後ヨーロッパにおける
現実的な問題に対応するための切迫した状況もあった。当時は、戦争終結による急激な社会変化によって多
数の住民が移動を始めていた。さらに戦後まもなく始まった東西対立の結果、政治的立場による移動も目立
つようになる。ヨーロッパでは当時 3,000 万人もの人々が移動を余儀なくされたといわれる。
このヨーロッパにおける難民問題に対応するため、国連は 1951 年、
「難民の地位に関する条約」を採択し、
この条約に基づいて難民の庇護と救済活動を行うための国連機関、国連高等難民弁務官事務所(UNHCR)を
設立した。1950 年代から 1960 年代にかけて、UNHCR の難民支援活動はヨーロッパから、アフリカ、アジ
ア、そして中南米といったいわゆる第三世界に拡大していった。1960 年代のアフリカ大陸の民族解放戦争、
アジアやアフリカ、中南米における 7）東西両陣営の対立を背景とした「熱い戦争」は、地球規模で大規模な
戦争難民を生み出した。1960 年代以降の難民問題をめぐる状況で重要なのは、アジアやアフリカの新興諸国
が、難民を送り出す側であると同時に、難民を受け入れる国ともなったことである。学術的な難民研究もま
た、国際政治の領域ではなく、開発学や国際協力論の領域で発展することになった。結果として 1960 年代
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以降の難民問題は、
「途上国」の問題としてのイメージが強化され、その傾向は 1990 年代以降、冷戦の終焉
とともに東欧やアフリカでの民族、宗教紛争が顕在化するなかでさらに強まった。かつて西洋が東洋という
枠組みを作り出し、西洋を東洋に優越する地域と位置づけたことをオリエンタリズムと呼ぶが、難民問題も
また、この 8)オリエンタリズムの発想に対するのと同様の批判に晒されることになった。
現在、難民問題は主要な舞台を再びヨーロッパへ移している。EU 加盟諸国の多くは 1995 年、9）国境管理
の廃止によって域内の移動の自由を実現したが、難民の流入や域内外の移民労働者の移動の増加による様々
な問題に直面している。特に 2011 年に始まった内戦をきっかけに、( B )から多くの人々が難民としてヨ
ーロッパに流入した。現在、ヨーロッパに流入する難民の最も多数を占める、( B )出身者の多くは、近年
の政策転換で難民の積極的な受け入れを決定した( C )を目指していた。( C

)は、従来( D )からの移

民労働者を多く受け入れてきた。その ( D )は現在、( B )からの難民の受け入れの影響もあり、世界で
最も多くの難民を受け入れている国となった。長年 EU 加盟を目指してきた( D )は EU の政治経済にお
ける実質的な盟主である( C )との交渉で、EU 加盟と難民管理のための財政支援の条件として、( D )国
内に難民をできる限り引き止めることで合意した。
難民問題を巡ってヨーロッパは再び困難な課題に直面している。しかしそれは同時に、10）人権、そして国
際政治の問題としての難民問題の本質が改めて問われるようになったことを意味している。

問１ 下線部１の背景にある当時のフランスの状況を説明するものとして、正しいものを次の中から１つ選
びなさい。
a.

ルイ 14 世の治世下、フランスは徹底した重商主義政策を行い、オランダの商業派遣に挑戦してい
たが、カルヴァン派の商工業者がフランス国外に移住したことも要因となりフランス経済は打撃
を受けた。

b.

ルイ 14 世の治世下、重農主義者テュルゴや銀行家ネッケルなど改革派を登用して財政改革を試み
たが、課税を拒否する貴族など特権集団がフランス国外に移住したことで、逆に政治的な危機が生
じ、革命への引き金となった。

c.

ルイ 14 世は、ローマ教皇と宗教協約（コンコルダート）を結んでカトリック教会と和解し、貴族
制を復活させる一方、フランス銀行の設立など行財政や教育制度の整備を推進し、さらに近代市民
社会の原理をまとめた民法典を制定した。

d.

ルイ 14 世の治世下、カルヴァン派とカトリック教徒が対立、これに大貴族間の勢力争いがからん
でユグノー戦争がおこった。サン＝バルテルミの虐殺のような惨事もおき、多くの人々がフランス
国外への移動を余儀なくされた。
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問2

下線部 2「コインの表と裏のように誕生した国際的課題」とはここではどのような意味か。最も適切
であると思われるものを次の中から１つ選びなさい。
a.

国際的な課題とは、国民が主権を持つ国民国家が主体となることではじめて生じたのであり、難民
という課題も時を同じくして生まれた。

b.

難民問題は、迫害や差別を受ける人々を生み出した一方で、国際的に解決に取り組む体制を構築す
る重要な契機をも生み出した。

c.

表向きは難民問題としてあらわれているが、実際には当時のヨーロッパにおける国際関係の困難
な課題をはらんでいた。

d.

帝国が解体され、国民を主権者とする国民国家が誕生した一方、ナショナリズムの高まりが国家間
の対立、戦争を招き、戦禍を逃れるため多くの人々が難民となった。

問3

下線部 3「国際連盟」について説明する最も適切なものを、次の中から１つ選びなさい。
a.

事務局はスイスのジュネーブに置かれた史上初の本格的な国際平和維持機構であったが、孤立主
義をとる議会の反対でアメリカ合衆国は参加せず、ドイツとソヴィエト＝ロシアは除外された。ま
た侵略に対して有効な制裁手段をもたなかった。

b.

事務局はアメリカ合衆国のニューヨークに置かれ、戦勝国である米英中ソにフランスを加えた５
カ国が常任理事国となり、拒否権を行使できた。

c.

事務局はルクセンブルクに置かれ、ヨーロッパ諸国を中心に 27 か国が加盟した。議会はストラス
ブールとブリュッセルに開催された。

d.

オーストリアの外相メッテルニヒを議長としたウィーン会議で議論され、正統主義が原則として
採用され、大国の勢力均衡による国際秩序の平和的維持が追求された。

問4

下線部 4 に関連した当時の状況について、誤っているものを１つ選びなさい。
a.

ハンガリーは領土の約７割を失い、多数のハンガリー人が周辺のルーマニアやチェコスロバキア
などに少数民族として取り残された。

b.

独立を達成したチェコスロバキアには、ポーランド人が多数住むズデーテン地方がとりこまれた。

c.

セルビア人、クロアティア人、スロヴェニア人が、南スラブ人としてまとまってオーストリアから
独立したが、内紛が絶えず、その後、国王独裁のユーゴスラヴィア王国が誕生した。

d.

ドイツの旧植民地やオスマン帝国の領土は国際連盟の委任統治という形で分配され、民族自決の
原則は適用されなかった。
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問5

（ A ）に当てはまる適切な国名を次の中から一つ選びなさい。
a. フランス

b. オスマン帝国

c. ドイツ

d. ロシア

問 6 下線部 5「ユダヤ人排斥」に関連する出来事として、誤っているものを１つ選びなさい。
a.

ドイツ人実業家オスカー・シンドラーは、彼が経営する工場に必要な労働力と主張して、収容所に
送られる予定だった 1000 人以上のユダヤ人の命を救ったことで知られる。

b.

第二次大戦中、ドイツの領事館に勤務していた杉原千畝は、東京からの指示に反して多数のユダヤ
人に査証を発行した。

c.

アンネの日記は、ドイツ占領下のアムステルダムでのアンネ・フランクの約 2 年の潜伏生活を記録
したものである。

d.

問7

ドイツでは 1935 年にニュルンベルク法を制定し、ユダヤ人を二級国民として公民権を奪った。

下線部 6「1948 年」には、中東地域で難民問題が国際政治の重点的なテーマになる出来事があった。
以下から誤っているものを１つ選びなさい。
a.

ヨルダンでは多くのパレスチナ難民を受け入れた。このため、国民の過半数がパレスチナ出身者で
構成されている。

b.

イスラエル建国の背景には、ヨーロッパ国内で起きるユダヤ人問題を国外に輸出したいヨーロッ
パ側の意図があった。

問8

c.

多くのパレスチナ人が故郷を離れざるを得なくなったことを「破局」と呼ぶ。

d.

ヨルダン川西岸とガザにおいては、パレスチナ暫定自治区が成立した。

下線部 7「東西両陣営の対立を背景とした「熱い戦争」
」として、当てはまらないものを、次の中から
１つ選びなさい。
a. ヴェトナム戦争

問9

b. 朝鮮戦争

c. ノモンハン事件

d. キューバ革命

下線部 8「オリエンタリズムの発想に対するのと同様の批判」とは、ここでは具体的に難民問題をめ
ぐるどのような状況を指しているのか。文章中の言葉を用いて 100 字以内で説明しなさい。

問 10 下線部 9 に関して、この取り決めに該当するものを、次の中から１つ選びなさい。
a マーストリヒト条約

b シェンゲン条約

c エラスムス計画
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d リスボン条約

問 11 空欄( B ) ( C ) ( D )にあてはまる国名を次の a〜j から、その地図上の位置を①〜⑩から選び
なさい。
a. レバノン

b. ヨルダン

c. シリア

d. イラク

e. ギリシャ

f. トルコ

g. ドイツ

h. フランス

i. オランダ

j. ベルギー

問 12 下線部 10「人権、そして国際政治の問題としての難民問題の本質が改めて問われるようになった」
とは具体的にどういうことか。最も適切であると思われるものを１つ選びなさい。
a.

ヨーロッパで展開してきた難民問題は、第二次世界大戦後、アジアやアフリカの開発途上国の問題
として認識される傾向にあった。しかし、近年、難民問題は再び難民受け入れの是非をめぐる人権
の問題として、舞台の中心をヨーロッパに置く国際政治の問題として議論されるようになった。

b.

国境管理の廃止によって、
「人の移動の自由」という理念が実現した一方、再び移民や難民のヨー
ロッパへの流入という困難な問題に直面するという負の側面をもたらし、国際政治や人権問題に
おける重要な課題となった。

c.

当初はフランスなど一部の地域において宗教弾圧を受けた人々に対する人道的配慮として始まっ
た難民支援は、近年の難民のヨーロッパへの流入を契機として、現在はヨーロッパ全体において、
国際的に解決されるべき人権上の課題となった。

d.

アジアやアフリカからの難民の流入によって、ヨーロッパ諸国では反イスラーム・反難民センティ
メントが拡大した結果、ヨーロッパ諸国が難民受け入れの人道的義務と国内住民との反発に苦悩
するようになった。
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【出題の意図・ねらい】
■英語問題
過去に上智大学の一般入試（学科別）で出題された内容と形式を参考にし、総合グローバル学部での学びに
則した読解問題を含めながら、総合的に出題する。15-20 題程度の選択問題、うち１題の記述問題（50 字程
度）を含む予定である（変更の可能性あり）
。
■総合問題
開発や貧困、移民・難民問題、地球環境問題など、地球規模の諸問題（グローバル・イシュー）について、
文章を読み、地歴公民の教科・科目に関する基本的な教養と、読解力、思考力を問うことをねらいとしてい
る。10〜15 題程度の 4 択問題、うち１題の記述問題（100〜150 字）を含む予定である（変更の可能性あり）。
今回のサンプル問題では、総合問題は大問１題のみを出題しているが、実際の入試では２題を出題する予定
である（変更の可能性あり）
。

【解答（例）
】
1
□
問1
(1)

(b)

(2)

(a)

(3)

(c)

(4)

(a)

(5)

(d)

(6)

(c)

(7)

(a)

(8)

(d)

(9)

(c)

(10) (b)
問2
(ア) (b)
(イ) (a)
(ウ) (b)
問3
市場原理に依拠するワシントン・コンセンサスとは対照的に人権や環境などに配慮した経済開発アプ
ローチ（48 字）
問4
(あ) e
(い) b
(う) f
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2
□
問1

a

問2

a

問3

a

問4

b

問5

d

問6

b

問7

d

問8

c

問9

欧米諸国における難民研究が、開発学や国際協力論の一分野として発展したことによって、難民
問題が、貧困や紛争と関連したアジア、中東、アフリカ諸地域の特有の「途上国」の問題として
理解されるようになったこと。
（100 字）

問 10 b
問 11 国名 B ( c ) C ( g )
地図 B ( 1 )

C( 8 )

D( f )
D( 5 )

問 12 a

- 11 -

