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日　 本　 史

第 1 問　次の文章（問 1～10）に述べる人物・事項としてもっとも適当なものを次のａ
～ｄのうちから一つ選べ。

問 1　平安初期の能筆家で，唐様の書風で書かれた『風信帖』が伝わる。  1

ａ　嵯峨天皇	 ｂ　橘逸勢	 ｃ　空海	 ｄ　藤原佐理

問 2　 4人の娘を入内させ，法成寺を建立し，日記『御堂関白記』を残した。  2

ａ　藤原道長	 ｂ　藤原隆家	 ｃ　藤原伊周	 ｄ　藤原良房

問 3　第三代の天台座主で，彼の入唐した際の記録が『入唐求法巡礼行記』である。  3

ａ　円澄	 ｂ　円仁	 ｃ　円珍	 ｄ　最澄

問 4　平安期の庶民男性の日常的な服で，脇の下が開き，袖をくくった実用的な服。  4

ａ　直衣	 ｂ　束帯	 ｃ　直垂	 ｄ　水干

問 5　父の任国上総からの帰京にはじまり，著者の老境に至るまでを回想した菅原孝標

の女が記した作品。  5

ａ　『蜻蛉日記』	 ｂ　『土佐日記』	 ｃ　『更級日記』	 ｄ　『十六夜日記』

問 6　「市聖」と呼ばれ，京で人びとに念仏の教えを説いた。  6

ａ　良忍	 ｂ　永観	 ｃ　源信	 ｄ　空也

問 7　平等院鳳凰堂の本尊阿弥陀如来像をつくった。  7

ａ　定朝	 ｂ　成朝	 ｃ　運慶	 ｄ　快慶

問 8　浄土教の地方への伝播を示す大分県の国東半島にある九州最古の阿弥陀堂建

築。  8

ａ　中尊寺金色堂	 ｂ　富貴寺大堂	 ｃ　白水阿弥陀堂	 ｄ　三仏寺投入堂
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問 9　山崎長者の巻，延喜加持の巻，尼公の巻の 3巻からなる絵巻物。  9

ａ　『鳥獣戯画』	 	 ｂ　『伴大納言絵巻』

ｃ　『源氏物語絵巻』	 	 ｄ　『信貴山縁起絵巻』

問10　民間の流行歌謡。後白河上皇編纂の『梁塵秘抄』に多くおさめられている。 10

ａ　今様	 ｂ　催馬楽	 ｃ　朗詠	 ｄ　田楽
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第 2問　次の年表に関して，以下の問い（問 1～10）に答えよ。

年　月 出　　来　　事

1177. 5 ①鹿ケ谷の陰謀

1180. 5 以仁王・源頼政ら挙兵，敗死

	     6 ②福原京遷都（11月には京都に戻す）

	     8 源頼朝挙兵，石橋山で敗れる

	     9 源義仲挙兵

	    10 頼朝鎌倉入り。富士川の戦い

	    11 頼朝，（　③　）設置

	    12 平重衡，④南都を焼打ち

1181.閏 2 清盛の死（64歳）
⑨

4～ 養和の飢饉

1183. 5 俱利伽羅峠（砺波山）の戦い

	     7 平家の都落ち，義仲入京

	    10 ⑤寿永二年十月宣旨

1184. 1 源範頼・義経，義仲を討つ

	     2 一の谷の合戦

1185. 2 屋島の合戦

	     3 壇の浦の戦い。平氏滅亡

	    11 ⑥頼朝，守護・地頭を設置

1189. 9 頼朝，⑦奥州平定

1192. 7 頼朝，（　⑧　）となる



―  4  ―

問 1　下線部①について，この事件に関与した人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ

選べ。 11

ａ　藤原通憲（信西）	 ｂ　藤原信頼

ｃ　藤原成親	 	 ｄ　西行

問 2　下線部①について，この事件後のことについて述べた文として誤っているものは

どれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 12

ａ　平清盛は後白河法皇を鳥羽殿に幽閉し，院政を停止させた。

ｂ　平清盛は太政大臣になり，一族もみな高位高官にのぼった。

ｃ　平清盛の娘徳子（建礼門院）の子の安徳天皇が即位し，清盛は外戚として威

勢をふるった。

ｄ　平氏の反対勢力がまとまるきっかけとなり，平氏の没落を早める結果となっ

た。

問 3　下線部②について，この都の近くの港の大輪田泊を拠点に平清盛は日宋貿易を行

い，得られた利益は平氏政権の重要な経済的基盤となった。その時の日本からの輸出

品と大陸からの輸入品で正しい組み合わせはどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。 13

ａ　輸出：銀・銅・鉄	 輸入：生糸・刀剣・砂糖

ｂ　輸出：生糸・茶・海産物	 輸入：毛織物・硫黄・水油

ｃ　輸出：銀・米・木材	 輸入：綿織物・火薬・鉄

ｄ　輸出：金・水銀・漆器	 輸入：陶磁器・香料・薬品

問 4　空欄③について，源頼朝が拠点の鎌倉に中央機関として設置した，御家人を組織

し統制するものはどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 14

ａ　侍所	 ｂ　問注所	 ｃ　政所	 ｄ　鎮西探題

問 5　　下線部④について，南都と呼ばれた寺院はどこか，次のａ～ｄのうちから一つ

選べ。 15

ａ　當麻寺	 ｂ　飛鳥寺	 ｃ　四天王寺	 ｄ　興福寺
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問 6　下線部⑤について，この宣旨で源頼朝が後白河法皇から承認されたものとして正

しいものはどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 16

ａ　右近衛大将に任命	 ｂ　東海・東山両道の東国支配権

ｃ　荘園整理令の発令権	 ｄ　惣追捕使の設置

問 7　下線部⑥について，この時，源頼朝は守護・地頭の設置だけでなく，兵粮米を徴

収する権利も獲得した。その徴収量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。 17

ａ　 1段当たり 2升	 ｂ　 1段当たり 3升

ｃ　 1段当たり 4升	 ｄ　 1段当たり 5升

問 8　下線部⑦について，この時，源頼朝に敗北した奥州藤原氏の当主は誰か，次の	

ａ～ｄのうちから一つ選べ。 18

ａ　藤原鎌足	 ｂ　藤原冬嗣	 ｃ　藤原基経	 ｄ　藤原泰衡

問 9　空欄⑧について，この時，源頼朝が任命された官職はどれか，次のａ～ｄのうち

から一つ選べ。 19

ａ　征夷大将軍	 ｂ　関白	 ｃ　征東大使	 ｄ　太政大臣

問10　年表の右側に⑨で示した期間について，この 5年にわたる内乱を「	　X　・寿永

の乱」という。この	　X　 	に入る語句を，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 20

ａ　治承	 ｂ　延喜	 ｃ　承久	 ｄ　元久
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第 3問　次の文章を読み，以下の問い（問 1～10）に答えよ。

　足利義満の後を継いだ将軍足利義持の時代は，将軍と①有力守護の勢力均衡が保たれ，

比較的安定していた。しかし， 6代将軍（　②　）は，将軍権力の強化をねらって③有

力守護大名を弾圧した。このような専制的な政治は諸将から反感をまねき，（　②　）は

1441（嘉吉元）年，有力守護④赤松満祐に殺害された。これ以降，⑤将軍の権威は大きくゆ

らいでいった。

　将軍権力の弱体化にともなって有力守護家や将軍家にあいついで内紛が起こった。ま

ず畠山・斯波の両管領家に家督争いが起こり，ついで将軍家でも 8代将軍⑥足利義政の

弟義視と，子の足利義尚を推す義政の妻（　⑦　）の間に家督争いが起こった。そして

当時，幕府の実権を握ろうとして争っていた幕府実力者たちが，これらの家督争いに介

入したために対立が激化し，1467（応仁元）年，⑧応仁の乱が始まった。

問 1　下線部①について，室町幕府は地方武士を動員するために守護の権限を大幅に拡

大した。1352（文和元）年にはじめて発布された法令も守護の権限を強めた一つである

が，その法令で認められた権限の説明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。 21

ａ　自分の土地の所有権を主張して稲を一方的に刈りとる実力行使を取り締まる

権限

ｂ　在庁官人を支配する権限

ｃ　幕府の裁判の判決を強制執行する権限

ｄ　軍費調達のために守護に一国内の荘園や公領の年貢の半分を徴発する権限

問 2　空欄②にはいる人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 22

ａ　足利高氏（尊氏）	 ｂ　足利義量

ｃ　足利義教	 	 ｄ　足利義勝
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問 3　空欄②の人物について，この人物が関わった事柄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　日明貿易を中断した。	 ｂ　日明貿易を再開した。

ｃ　建長寺船を派遣した。	 ｄ　天龍寺船を派遣した。

問 4　下線部③について，このうち1439年に討伐された鎌倉公方Ｘとその乱の名称Ｙの

組み合わせ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。 24

ａ　Ｘ：結城氏朝　Ｙ：結城合戦

ｂ　Ｘ：足利持氏　Ｙ：永享の乱

ｃ　Ｘ：山名氏清　Ｙ：明徳の乱

ｄ　Ｘ：大内義弘　Ｙ：応永の乱

問 5　下線部④について，赤松氏は室町幕府において京都内外の警備や刑事裁判をつか

さどる侍所の長官（所司）に任命される四職の一つであるが，赤松氏以外の四職とし

て誤っているものはどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 25

ａ　山名	 ｂ　京極	 ｃ　大内	 ｄ　一色

問 6　下線部⑤について，この頃，近畿地方を中心にひんぱんに発生するようになった

のが土一揆（徳政一揆）である。次に示した【史料Ａ】は1428年に起こったそれにつ

いて記されたものであるが，空欄	　Ｘ　 	と	　Y　 	にはいる語句の組み合わせとし

て正しいものはどれか，下のａ～ｄのうちから一つ選べ。 26

【史料Ａ】

　Ｘ　 	元年九月　日，一
いっ

天
てん

下
か

の土
ど

民
みん

蜂起す。徳政と号し，酒屋，　Ｙ　 	，寺院等

を破却せしめ，雑
ぞう

物
もつ

等 恣
ほしいまま

にこれを取り，借銭等 悉
ことごとく

これを破る。管
かん

領
れい

これを成
せい

敗
ばい

す。	

凡
およ

そ亡国の基
もとい

，これに過ぐべからず。日本開
かい

白
びゃく

以来，土民蜂起是
こ

れ初めなり。

	 （『大
だい

乗
じょう

院
いん

日記目録』，原漢文）

ａ　Ｘ：応永　Y：馬借	 ｂ　Ｘ：嘉吉　Y：座

ｃ　Ｘ：長享　Y：問屋	 ｄ　Ｘ：正長　Y：土倉
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問 7　下線部⑥について，この人物の時代に形成された東山文化は禅の精神を基調とし

ていることが特徴の一つであるが，その代表的なものに，岩石と砂利を組み合わせて

象徴的な自然を作り出した枯山水がある。その庭園として代表的なものはどれか，次

のａ～ｄのうちから一つ選べ。 27

ａ　大徳寺大仙院庭園	 ｂ　慈照寺庭園

ｃ　醍醐寺三宝院庭園	 ｄ　天龍寺庭園

問 8　空欄⑦にはいる人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 28

ａ　北条政子	 ｂ　藤原薬子	 ｃ　淀君	 ｄ　日野富子

問 9　下線部⑧について，この戦乱ではじめは足利義尚を推した西軍の実力者は誰か，

次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 29

ａ　足利直義	 	 ｂ　高師直

ｃ　細川勝元	 	 ｄ　山名持豊（宗全）

問10　下線部⑧について，この戦乱の頃に出現し，下剋上の時代の象徴的存在とされる

雑兵のことを何というか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 30

ａ　御家人	 ｂ　足軽	 ｃ　地侍	 ｄ　国人
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第 4問　次の文章（Ａ）・（Ｂ）を読み，以下の問い（問 1～10）に答えよ。

（Ａ）　江戸時代は鎖国のもとにおかれたことから，西洋の学術・知識の吸収や研究は困

難であったが，朱子学者の（　①　）が1708（宝永5）年に屋久島に潜入して捕らえられ

た②イタリア人宣教師を訊問して得た知識をもとに『西洋紀聞』と（　③　）を著わし，

世界の地理や風俗などを説いて，先駆けとなった。また将軍（　④　）が，漢訳洋書の

輸入制限を緩めたことも影響し，⑤洋学はまず蘭学として発展し始めた。

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　間部詮房	 ｂ　林羅山	 ｃ　中江藤樹	 ｄ　新井白石

問 2　下線部②について，この人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 32

ａ　シドッチ	 ｂ　ハリス	 ｃ　ラクスマン	 ｄ　ゴローウニン

問 3　空欄③にはいる書名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 33

ａ　『采覧異言』	 	 ｂ　『読史余論』

ｃ　『折たく柴の記』	 ｄ　『古史通』

問 4　空欄④にはいる人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 34

ａ　徳川家光	 ｂ　徳川家宣	 ｃ　徳川吉宗	 ｄ　徳川慶喜

問 5　下線部⑤について，洋学者とその著書の組み合わせ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。 35

ａ　宇田川玄随	―	『西説内科撰要』	 ｂ　大槻玄沢	―	『ハルマ和解』

ｃ　青木昆陽	―	『舎密開宗』	 ｄ　佐久間象山	―	『蘭学階梯』
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（Ｂ）　⑥化政期から天保期に，学者たちにより新たな私塾が各地でつくられた。また蘭

学研究への関心が高まる中で，オランダ商館医であったドイツ人（　⑦　）が文政期に

診療所と鳴滝塾を（　⑧　）郊外に開き，⑨高野長英らの人材を育てた。

問 6　下線部⑥について，大坂で適々斎塾（適塾）を開設した蘭学者は誰か，次の	

ａ～ｄのうちから一つ選べ。 36

ａ　吉田松陰	 ｂ　渡辺崋山	 ｃ　緒方洪庵	 ｄ　稲村三伯

問 7　空欄⑦にはいる人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 37

ａ　ヘボン	 ｂ　シーボルト	 ｃ　ベルツ	 ｄ　パークス

問 8　空欄⑦について，この人物は1828（文政11）年に帰国の際，持ち出し禁止の日本

地図を持っていたために国外追放処分を受けた。この人物に地図を渡した幕府の天文

方は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 38

ａ　志筑忠雄	 ｂ　間宮林蔵	 ｃ　野呂元丈	 ｄ　高橋景保

問 9　空欄⑧にはいる場所はどこか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 39

ａ　神戸	 ｂ　下関	 ｃ　博多	 ｄ　長崎

問10　下線部⑨について，1837（天保 8）年のモリソン号事件を受けて幕府の対外政策

を批判した彼の著作はどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 40

ａ　『戊戌夢物語』	 	 ｂ　『大日本史』

ｃ　『慎機論』	 	 ｄ　『海国兵談』
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第 5問　次の文章は第一次世界大戦の影響について述べたものである。これを読み，問
い（問 1～10）に答えよ。

Ａ）　第一次世界大戦は，明治末期からの不況と財政危機とを一挙に吹き飛ばした。日本

は，英・仏・露などの連合国には主に（　①　）を，ヨーロッパ列強が後退したアジア

市場には主に（　②　）などを，また戦争景気のアメリカ市場には主に（　③　）など

を輸出し，貿易は大幅な輸出超過となった。

問 1　空欄①にはいる輸出品は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 41

ａ　陶磁器製品	 ｂ　軍需品	 ｃ　木材	 ｄ　食料品

問 2　空欄②にはいる輸出品は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 42

ａ　綿織物	 ｂ　食料品	 ｃ　毛織物	 ｄ　医薬品

問 3　空欄③にはいる輸出品は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。43

ａ　電気機器	 ｂ　鉄鋼製品	 ｃ　生糸	 ｄ　化学繊維

Ｂ）　世界的な船舶不足のために，海運業・造船業は空前の好況となり，日本はイギリ

ス・アメリカにつぐ世界第 3位の海運国となり，いわゆる（　④　）が次々と生まれた。

鉄鋼業では（　⑤　）の拡張や，満鉄の（　⑥　）の設立のほか，民間会社の設立もあ

いついだ。薬品・染料・肥料などの分野では，（　⑦　）からの輸入がとだえたため，化

学工業が勃興した。大戦前から発達し始めていた電力業では，大規模な水力発電事業が

展開され，（　⑧　）・東京間の長距離送電も成功し，電灯の農村部への普及や工業原動

力の蒸気力から電力への転換を推し進め，また電気機械の国産化も進んだ。

問 4　空欄④にはいる語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 44

ａ　船問屋	 ｂ　黒鍬者	 ｃ　船成金	 ｄ　在郷商人

問 5　空欄⑤にはいる1897（明治30）年に着工された製鉄所の名称は何か，次のａ～ｄ

のうちから一つ選べ。 45

ａ　川崎製鉄	 ｂ　日本製鋼	 ｃ　釜石製鉄所	 ｄ　八幡製鉄所
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問 6　空欄⑥にはいる1918（大正 7）年に設立された製鉄所の名称は何か，次のａ～ｄ

のうちから一つ選べ。 46

ａ　鞍山製鉄所	 ｂ　宝山製鉄所	 ｃ　武漢製鉄所	 ｄ　唐山製鉄所

問 7　空欄⑦にはいる国名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 47

ａ　オーストリア	 ｂ　ドイツ	 ｃ　ブルガリア	 ｄ　オスマン帝国

問 8　空欄⑧にはいる地名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 48

ａ　小川原	 ｂ　十和田	 ｃ　長沼	 ｄ　猪苗代

Ｃ）　その結果，重化学工業は工業生産額のうち（　⑨　）％の比重を占めるようになっ

た。輸出の拡大に刺激された繊維業も活況を呈し，⑩中国で工場経営を行う紡績業も急

拡大した。

　工業の躍進によって，工業（工場）生産額は農業生産額を追いこした。工場労働者数

は大戦前の1.5倍に増えて150万人をこえ，なかでも男性労働者は重化学工業の発展によ

り倍増して，女性労働者の数にせまった。それでも，工業人口は農業人口の半数以下に

すぎなかった。

問 9　空欄⑨にはいる数値は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 49

ａ　15	 ｂ　20	 ｃ　30	 ｄ　40

問10　下線部⑩について，このような中国での工場経営をした日本の紡績業資本を何と

いうか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 50

ａ　中国紡	 ｂ　在華紡	 ｃ　多国籍紡	 ｄ　民族紡


