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日　 本　 史

第 1問　次の古墳などに関する問い（問 1～10）に答えよ。

問 1　直径40ｍ余りの円形の墳丘の両側に突出部をもつ岡山県にある遺跡は何か，次の

ａ～ｄのうちから一つ選べ。  1

ａ　加美遺跡	 ｂ　楯築遺跡	 ｃ　寺岡遺跡	 ｄ　三雲遺跡

問 2　岡山県第 1位，全国第 4位の規模を持つ前方後円墳は何か，次のａ～ｄのうちか

ら一つ選べ。  2

ａ　石山古墳	 ｂ　竹原古墳	 ｃ　作山古墳	 ｄ　造山古墳

問 3　古墳時代前期の早い段階を出現期という。この時期の古墳の中で最大の規模をも

つ古墳は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  3

ａ　石塚山古墳	 ｂ　浦間茶臼山古墳	 ｃ　箸墓古墳	 ｄ　纏向石塚古墳

問 4　前方後円墳で全国第 1位の規模をもつ大仙陵古墳は何古墳群に含まれるか，次の

ａ～ｄのうちから一つ選べ。  4

ａ　西都原古墳群	 ｂ　大和古墳群　	 ｃ　古市古墳群	 ｄ　百舌鳥古墳群

問 5　前方後円墳で全国第 2位の規模をもつ誉田御廟山古墳は何古墳群に含まれるか，

次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  5

ａ　西都原古墳群	 ｂ　大和古墳群	 ｃ　古市古墳群	 ｄ　百舌鳥古墳群

問 6　 5世紀中頃の築造とされる前方後円墳で群馬県にある東日本最大の規模をもつ古

墳は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  6

ａ　太田天神山古墳	 ｂ　弘法山古墳

ｃ　夫婦塚古墳	 	 ｄ　森将軍塚古墳
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問 7　527年に乱をおこした筑紫国造磐井の墓と推定される九州最大級の前方後円墳は

何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  7

ａ　江田船山古墳	 ｂ　稲荷山古墳	 ｃ　仲津山古墳	 ｄ　岩戸山古墳

問 8　1998年に過去最大級となる33面の三角縁神獣鏡と 1面の画文帯神獣鏡が未盗掘で

出土した古墳は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  8

ａ　金蔵山古墳	 ｂ　黒塚古墳	 ｃ　高松塚古墳	 ｄ　五色塚古墳

問 9　 6～ 7 世紀頃につくられた横穴墓群である吉見百穴は何県にあるか，次のａ～ｄ

のうちから一つ選べ。  9

ａ　埼玉県	 ｂ　群馬県	 ｃ　茨城県	 ｄ　長野県

問10　 7世紀後半に築造された野口王墓古墳の形式は何か，次のａ～ｄのうちから一つ

選べ。 10

ａ　五角	 ｂ　六角	 ｃ　七角	 ｄ　八角
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第 2問　次にある文章は院政に関するものである。以下の問い（問 1～10）に答えよ。

　後冷泉天皇の后になっていた（　①　）の娘に皇子が生まれなかったために，摂関家

を外戚としない（　②　）天皇が即位した。天皇は摂関政治に不満を持っていた③中・

下級貴族の支持をえて，親政を復活させた。1069年，荘園の拡大により，公領が減少し

はじめた為に（　④　）の荘園整理令を出し摂関家領をはじめすべての荘園を⑤中央で

調査し，不法なものを没収して公領の回復につとめた。

　子の白河天皇は，（　②　）天皇の政策を受け継いで政治を進めた。1086年に子の	

（　⑥　）天皇に譲位して上皇になった。政治的制約の少ない上皇の立場を利用して，

天皇家の権力の強化を図った。このような上皇による政治は院政と呼ばれた。鳥羽・後

白河両上皇にも引き継がれて，100年あまり続いた。白河上皇は富裕な受領を院の近臣に

登用し，（　⑦　）の武士に畿内近国の武士を登用した。

　鳥羽上皇は院の権力と経済力を強化するために，院庁下文や院宣によって荘園を認可

するなど荘園整理に消極的であったため，院への荘園寄進が増加した。

　院政を行った 3人の上皇は仏教をあつく信仰し，出家して法皇になった。⑧造寺造仏

事業が度々行われた。このころ，大寺院や大神社は荘民や下級僧侶からなる⑨僧兵や神

人を組織して神木や神輿を先頭にたてて朝廷に強訴し，実力で権益を獲得していった。

寺院や神社の武力に対抗するために，⑩朝廷や院は武士を起用した。

問 1　空欄①にはいる人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 11

ａ　藤原基経	 ｂ　藤原頼通	 ｃ　藤原良房	 ｄ　藤原道長

問 2　空欄②にはいる天皇は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 12

ａ　一条	 ｂ　後一条	 ｃ　三条	 ｄ　後三条

問 3　下線部③について，このとき登用された人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ

選べ。 13

ａ　大江広元	 ｂ　大江匡房	 ｃ　大江千里	 ｄ　大江匡衡

問 4　空欄④に入る元号は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 14

ａ　延久	 ｂ　延喜	 ｃ　寛徳	 ｄ　長和
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問 5　下線部⑤について，このときに設置された役所は何か，次のａ～ｄのうちから一

つ選べ。 15

ａ　公文所	 ｂ　出納所	 ｃ　記録所	 ｄ　問注所

問 6　空欄⑥にはいる天皇は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 16

ａ　堀河	 ｂ　順徳	 ｃ　高倉	 ｄ　近衛

問 7　空欄⑦にはいる語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 17

ａ　東面	 ｂ　西面	 ｃ　南面	 ｄ　北面

問 8　下線部⑧について，鳥羽上皇が天皇のときに発願した寺院は何か，次のａ～ｄの

うちから一つ選べ。 18

ａ　延勝寺	 ｂ　最勝寺	 ｃ　成勝寺	 ｄ　尊勝寺

問 9　下線部⑨について，日吉社の神輿を持ち出したものはどこか，次のａ～ｄのうち

から一つ選べ。 19

ａ　延暦寺	 ｂ　東大寺	 ｃ　興福寺	 ｄ　春日神社

問10　下線部⑩について，山陽道・南海道の海賊を平定して，院昇殿が許された人物は

誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 20

ａ　平正盛	 ｂ　平忠盛	 ｃ　平清盛	 ｄ　平重盛
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第 3問　2018年 6 月にユネスコ世界遺産委員会で「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関
連遺産」の世界文化遺産登録が決定された。それに関連した事項を調べ発表したＡさん

とＢ君の文章を読み，以下の問い（問 1～10）に答えよ。

【Ａさんの発表】

　私は，日本にキリスト教が伝わってから禁教にいたるまでについて調べました。

　キリスト教の布教は，1549（天文18）年に来日したイエズス会の宣教師（　①　）に

よって，鹿児島で始まりました。その後，宣教師があいついで来日して布教につとめ，

キリスト教は急速に日本国内に広まりました。戦国大名の織田信長もキリスト教を保護

し，各地には南蛮寺・コレジオ・セミナリオがつくられました。その信長のあとを継い

で全国統一を完成した豊臣秀吉も，最初はキリスト教の布教を認めていましたが，1587

（天正15）年の九州平定の際に，教会が②キリシタン大名を通じて力を持ち始めている

ことを知って警戒し，バテレン（宣教師）追放令を出して宣教師の国外追放を命じまし

た。その後1596（慶長元）年，③土佐に漂着したスペイン船サン＝フェリペ号の乗組員

の証言がきっかけとなって，キリスト教徒に厳しい迫害を加える出来事が起こりました。

　江戸時代になると，幕府は次第にキリスト教の禁教や日本人の海外渡航や貿易に制限

を加えるようになりました。

　1637（寛永14）年には，島原半島と天草諸島の農民が飢饉の中できびしい年貢の取り

立てと，キリスト教徒を弾圧した領主に対し抵抗した島原の乱が起こりました。この乱

の鎮圧のため，幕府は九州の諸大名らの大量の兵力を投入して，翌1638（寛永15）年に

ようやく平定することができました。この時，農民たちが立てこもった（　④　）跡は，

今回の世界遺産の構成資産のひとつです。

　幕府は島原の乱後，キリスト教を根絶するために，（　⑤　）を設けて宗門改めを実施

するなど，キリスト教に対して厳しい監視をつづけていきました。そのような迫害のな

かでも，潜伏（隠れ）キリシタンとなり，ひそかに信仰を持ち続けていった人たちゆか

りの場所が，このたび世界遺産として登録されました。

問 1　空欄①について，この人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 21

ａ　ルイス＝フロイス	 ｂ　フランシスコ＝ザビエル

ｃ　ガスパル＝ヴィレラ	 ｄ　ルイス＝ソテロ
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問 2　下線部②について，このキリシタン大名は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。 22

ａ　大内義隆	 ｂ　大村純忠	 ｃ　高山右近	 ｄ　有馬晴信

問 3　下線部③について，この時キリスト教徒に対して行われた出来事として正しいも

のはどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 23

ａ　高山右近らキリスト教徒148人をマニラ・マカオに追放

ｂ　絵踏によるキリスト教徒の検出の強化

ｃ　元和の大殉教

ｄ　26聖人殉教

問 4　空欄④について，島原の乱で反乱を起こした農民たちの拠点となったこの場所は

どれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 24

ａ　安土城	 ｂ　墨俣城	 ｃ　原城	 ｄ　延暦寺

問 5　空欄⑤について，この制度は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 25

ａ　村請制	 ｂ　仲間掟	 ｃ　家父長制	 ｄ　寺請制度

【Ｂ君の発表】

　ぼくは，キリスト教の布教活動と一体化して行われていた南蛮貿易と，その後の江戸

幕府の貿易統制や鎖国政策について調べました。

　日本とヨーロッパとの貿易のきっかけとなったのは，1543（天文12）年にポルトガル

人を乗せた中国船が，九州南方の種子島に漂着したこと。そして，1584（天正12）年九

州の肥前にスペイン人が来航したことです。これらの国の来航から始まった貿易を⑥南

蛮貿易といいます。南蛮貿易がさかんになり，宣教師の布教が活発になるにつれて，宣

教師たちはさまざまな⑦実用的な学問や技術を伝えました。この南蛮文化は江戸幕府の

鎖国政策のために短命に終わりましたが，今日なお衣服や食物の名には，その影響が残

っているものがあり，興味深く感じました。

　江戸幕府は初めの頃は⑧対外交渉に積極的でした。しかし幕藩体制が固まるにつれて，

キリスト教の広がりが海外の侵略を招くかもしれないことと，他の大名が海外貿易で強
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大化し幕府を脅かす勢力になることを恐れた江戸幕府は，日本人の海外渡航や貿易に制

限を加えるようになりました。そこで，1616（元和 2）年には中国船をのぞく外国船の

来航を（　⑨　）と長崎に制限し，その後，1624（寛永元）年にはスペイン船の来航禁

止，1633（寛永10）年には（　⑩　）以外の日本船の海外渡航を禁止しました。島原の

乱を鎮圧後，幕府は1641（寛永18）年にオランダ商館を長崎の出島に移し，オランダ人

と日本人との自由な交流も禁じました。こうして日本は200年余りのあいだ，オランダ商

館・中国の民間商船や朝鮮国・琉球王国・アイヌ民族以外との交渉を閉ざすこととな

り，鎖国とよばれる状態が続きました。

問 6　下線部⑥について，南蛮貿易における当時の日本のおもな輸出品は何か，次のａ

～ｄのうちから一つ選べ。 26

ａ　金	 ｂ　銀	 ｃ　火薬	 ｄ　生糸

問 7　下線部⑦について，宣教師ヴァリニャーニによって伝えられた技術は何か，次の

ａ～ｄのうちから一つ選べ。 27

ａ　鉄砲製造	 ｂ　葡
ぶ

萄
どう

酒醸造	 ｃ　活字印刷術	 ｄ　外科手術

問 8　下線部⑧について，以下に示したのは江戸幕府の成立前後の時期の対外関連事項

であるが，起こった年代の古い順に並べたときに正しいものを，下のａ～ｄのうちか

ら一つ選べ。 28

Ⅰ　糸割符制度を創設　　　　　Ⅱ　田中勝介らをメキシコに派遣
Ⅲ　リーフデ号が豊後に漂着　　Ⅳ　オランダ人に通商許可

ａ　Ⅰ→Ⅳ→Ⅲ→Ⅱ	 ｂ　Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ→Ⅳ

ｃ　Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ→Ⅰ	 ｄ　Ⅲ→Ⅰ→Ⅳ→Ⅱ

問 9　空欄⑨について，正しい地名はどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 29

ａ　平戸	 ｂ　山口	 ｃ　小倉	 ｄ　対馬

問10　空欄⑩について，正しいものはどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 30

ａ　朱印船	 ｂ　奉書船	 ｃ　勘合船	 ｄ　黒船
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第 4問　次の文章（Ａ）～（Ｃ）は日露戦争について述べたものである。これを読み，
以下の問い（問 1～10）に答えよ。

（Ａ）　北清事変を機にロシアは中国東北部（「満州」）を事実上占領し，同地域における

独占的権益を清国に承認させた。韓国と陸続きの中国東北部がロシアの手中に入れば，

日本の韓国における権益がおびやかされるため，日本はロシアとの協調政策を変更しは

じめた。日本政府内には（　①　）をはじめとする「満韓交換」を交渉で行おうとする

日露協商論もあったが，②時の内閣はイギリスと同盟してロシアから実力で韓国での権

益を守る対露強硬方策をとり，1902（明治35）年に日英同盟協約が締結された。

問 1　空欄①にはいる人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 31

ａ　尾崎行雄	 ｂ　伊藤博文	 ｃ　山県有朋	 ｄ　小村寿太郎

問 2　下線部②について，この時の内閣総理大臣は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。 32

ａ　西園寺公望	 ｂ　桂太郎	 ｃ　松方正義	 ｄ　寺内正毅

（Ｂ）　日英同盟の成立後もロシアは満州に駐兵を続けたので，政府は対露交渉を続ける

かたわら開戦準備を進めた。日本国内の一部では，キリスト教徒の内村鑑三や平民社を

おこして『平民新聞』を創刊した社会主義者の（　③　）・堺利彦らは非戦論・反戦論をと

なえ，国内世論も当初は戦争を好まなかったが，対露同志会などが決戦を叫ぶ中，④開

戦論に傾いていった。

問 3　空欄③にはいる人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 33

ａ　戸水寛人	 ｂ　三浦梧楼	 ｃ　幸徳秋水	 ｄ　三宅雪嶺

問 4　下線部④について，このとき主戦論を盛り上げた『国民新聞』を創刊した人物は

誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 34

ａ　黒岩涙香	 ｂ　徳富蘇峰	 ｃ　与謝野晶子	 ｄ　子安峻
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（Ｃ）　日本とロシアの交渉は1904（明治37）年に決裂し，同年 2月，両国は互いに宣戦

を布告し，日露戦争が始まった。日本は，⑤ロシアの満州占領に反対する国々の経済的

支援を得て，戦局を有利に展開した。1905（明治38）年初めには，半年以上の包囲攻撃

で多数の兵を失った末にようやく（　⑥　）要塞を陥落させ，ついで 3月には（　⑦　）

会戦で辛勝し，さらに 5月の日本海海戦では，日本の連合艦隊がヨーロッパから回航し

てきたロシアの（　⑧　）を全滅させた。

　しかし，長期にわたる戦争は日本の国力の許すところではなく，ロシアも国内で革命

運動が起こって戦争継続が困難になったため，アメリカ大統領（　⑨　）の斡旋によっ

て，1905（明治38）年 9月，アメリカのポーツマスで⑩講和条約の調印がなされた。

問 5　下線部⑤について，この時日本への経済的支援をしていた国々とはどこか，次の

ａ～ｄのうちから一つ選べ。 35

ａ　フランス・イギリス	 ｂ　アメリカ・イギリス

ｃ　フランス・ドイツ	 ｄ　アメリカ・フランス

問 6　空欄⑥にはいる地名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 36

ａ　鉄嶺	 ｂ　旅順	 ｃ　遼陽	 ｄ　大連

問 7　空欄⑦にはいる地名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 37

ａ　元山	 ｂ　漢城	 ｃ　威海衛	 ｄ　奉天

問 8　空欄⑧にはいる語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 38

ａ　バルチック艦隊	 ｂ　シベリア小艦隊

ｃ　黒海艦隊	 	 ｄ　赤色艦隊

問 9　空欄⑨にはいる大統領は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 39

ａ　セオドア=ローズヴェルト	 ｂ　ハリマン

ｃ　ウィリアム=タフト	 ｄ　ウィリアム=マッキンリー
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問10　下線部⑩について，この時の日本全権とロシア全権は誰か，次のａ～ｄのうちか

ら一つ選べ。 40

ａ　西郷従道・パブロフ	 ｂ　大山巌・ステパーシン

ｃ　大隈重信・ステッセル	 ｄ　小村寿太郎・ウィッテ
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第 5問　次の文章（Ａ）から（Ｃ）は，第一次世界大戦後の日本経済について述べたも
のである。これを読み，以下の問い（問 1～10）に答えよ。

（Ａ）　第一次世界大戦が終結してヨーロッパ諸国の復興が進み，その商品がアジア市場

に再登場してくると，開戦以来の好景気とは打ってかわって，日本経済は苦境に立たさ

れることになった。1919（大正 8）年から貿易は輸入超過に転じ，とりわけ重化学工業

製品の輸入が増加して，国内の生産を圧迫した。1920（大正 9）年には，株式市場の暴

落を口火に欧米に先んじて（　①　）が発生し，綿糸・生糸の相場は半値以下に暴落し

た。ついで1923（大正12）年には，日本経済は（　②　）で大きな打撃を受けた。銀行

は，手持ちの手形が決済不能となり，日本銀行の特別融資で一時をしのいだが，不況が

慢性化する中，決済はすすまなかった。

問 1　空欄①にはいる語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 41

ａ　戦後恐慌	 ｂ　農業恐慌	 ｃ　金融恐慌	 ｄ　世界恐慌

問 2　空欄②にはいる災害の名称は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 42

ａ　浦賀水道地震	 	 ｂ　大正大津波

ｃ　スペイン風邪の流行	 ｄ　関東大震災

（Ｂ）　その後1927（昭和 2）年，議会で（　③　）蔵相の失言から④一部の銀行の危機

的な経営状況が暴かれ，ついに取り付け騒ぎがおこって銀行の休業が続出した。⑤時の

内閣は，経営が破綻した（　⑥　）に対する巨額の不良債権を抱えた台湾銀行を緊急勅

令によって救済しようとしたが，枢密院の承認が得られず，総辞職した。

　ついで成立した（　⑦　）の田中義一内閣は，⑧支払猶予令を発し，日本銀行から巨

額の救済融資を行った。

問 3　空欄③にはいる人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 43

ａ　浜口雄幸	 ｂ　片岡直温	 ｃ　宇垣一成	 ｄ　岡田良平
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問 4　下線部④について，この時，経営破綻をしたと言われた銀行名に該当するものは

何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 44

ａ　常陽銀行	 ｂ　高田農商銀行	 ｃ　横浜興信銀行	 ｄ　東京渡辺銀行

問 5　下線部⑤について，この時の内閣総理大臣は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。 45

ａ　寺内正毅	 ｂ　犬養毅	 ｃ　若槻礼次郎	 ｄ　加藤高明

問 6　空欄⑥にはいる総合商社の会社名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 46

ａ　豊田通商	 ｂ　日商岩井	 ｃ　鈴木商店	 ｄ　伊藤忠商事

問 7　空欄⑦にはいる政党名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 47

ａ　憲政党	 ｂ　立憲政友会	 ｃ　憲政本党	 ｄ　立憲国民党

問 8　下線部⑧の支払猶予令はどれだけの期間の支払いを延期するものだったか，次の

ａ～ｄのうちから一つ選べ。 48

ａ　 1週間	 ｂ　 3週間	 ｃ　 1か月	 ｄ　 3か月

（Ｃ）　1920年代の日本経済は，電気機械・電気化学など電力関連の重化学工業の発展が

みられたものの，慢性不況の状況にあった。再三の恐慌に対して，政府はそのつど日本

銀行券を増発して救済政策をとってきたが，それは経済の破綻を一時的に回避しただけ

で，大戦中に過大に膨張した経済界の再編は進まなかった。工業の国際競争力不足によ

る輸入超過と1917（大正 6）年以来の（　⑨　）が続く中で，外国為替相場は動揺と下

落を繰り返した。多くの産業分野で，企業集中，カルテル結成，資本輸出の動きが強ま

り，⑩財閥はこの時期に主として金融・流通面から産業支配を進め，政党との結びつき

も深めていった。

問 9　空欄⑨にはいる語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 49

ａ　積極財政	 ｂ　金輸出解禁	 ｃ　金融緩和	 ｄ　金輸出禁止
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問10　下線部⑩について，当時，支配的な地位を占めた五大銀行に属さないものはどれ

か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 50

ａ　第一	 ｂ　三和	 ｃ　安田	 ｄ　住友


