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日　 本　 史

第 1問　次の文章を読み，仏教伝来から奈良時代にかけての仏教に関する以下の問い（問
1～10）に答えよ。

　朝鮮半島から 6世紀に仏教が公式に伝来した。その年代については，538年と①552年

の 2つの説がある。伝来後，仏教を受容した蘇我氏と在来の信仰を重んじる物部氏が対

立する。587年に蘇我氏が②物部氏を滅ぼし，権勢を確立した。③蘇我馬子が本格的な伽

藍をもつ氏寺を596年に完成させた。厩戸王（聖徳太子）も（　④　）や法隆寺を建立し

ている。白鳳期には天武天皇により大官大寺や（　⑤　）が造り始められ，仏教は国家

的に推進された。奈良時代に入ると，仏教によって国家の安定をはかる鎮護国家の思想

が広まった。⑥三論・成実・⑦法相・俱舎・⑧華厳・律の南都六宗とよばれる学系が形成

された。日本への渡航にたびたび失敗しながら，日本に戒律を伝えた⑨鑑真の活動も仏

教発展に大きく寄与した。⑩聖武天皇による国分寺建立や大仏造立などが行われ，仏教

は日本の社会に根付いていった。

問 1　下線部①について，仏教伝来の552年説の根拠となった史料は何か，次のａ～ｄの

うちから一つ選べ。  1

ａ　『元興寺縁起』	 	 ｂ　『古事記』

ｃ　『上宮聖徳法王帝説』	 ｄ　『日本書紀』

問 2　下線部②について，この時の物部氏の当主は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。  2

ａ　物部麁鹿火	 ｂ　物部尾輿	 ｃ　物部守屋	 ｄ　物部荒山

問 3　下線部③について，この寺は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  3

ａ　飛鳥寺	 ｂ　四天王寺	 ｃ　薬師寺	 ｄ　山田寺

問 4　空欄④に入る寺は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  4

ａ　飛鳥寺	 ｂ　四天王寺	 ｃ　薬師寺	 ｄ　山田寺
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問 5　空欄⑤に入る寺は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  5

ａ　飛鳥寺	 ｂ　四天王寺	 ｃ　薬師寺	 ｄ　山田寺

問 6　下線部⑥について，三論宗を伝え，大安寺建立に活躍した僧は誰か，次のａ～ｄ

のうちから一つ選べ。  6

ａ　義淵	 ｂ　道慈	 ｃ　玄昉	 ｄ　良弁

問 7　下線部⑦について，行基ら多くの門下を育てた法相宗の僧は誰か，次のａ～ｄの

うちから一つ選べ。  7

ａ　義淵	 ｂ　道慈	 ｃ　玄昉	 ｄ　良弁

問 8　下線部⑧について，唐・新羅の僧から華厳を学び，東大寺建立に活躍した僧は誰

か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  8

ａ　義淵	 ｂ　道慈	 ｃ　玄昉	 ｄ　良弁

問 9　下線部⑨について，鑑真が建立した寺は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  9

ａ　興福寺	 ｂ　西大寺	 ｃ　聖林寺	 ｄ　唐招提寺

問10　下線部⑩について，遣唐使とともに唐に渡り，帰国後，聖武天皇に仕えた僧は誰

か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 10

ａ　義淵	 ｂ　道慈	 ｃ　玄昉	 ｄ　良弁
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第 2問　次の文章を読み，以下の問い（問 1～10）に答えよ。

　18世紀は，徳川財政を立て直すために諸改革が実施された。そのような時期に徳川幕

府 8代将軍になったのが（　①　）である。旗本・御家人には倹約を勧め，②商人出資

による新田開発や③財源確保に着手し，物価の安定に努めた。また，優秀な人材登用を

行うために在職期間中に限り不足の石高を補う足高の制を制定し，旗本の（　④　）な

どを登用した。この一連の幕政改革により幕府の収入は一時的に増加したが，引き締め

の政策がひとびとの不満を招き，飢饉も起こり⑤物価も上昇したため，各地で一揆や打

ちこわしが頻発した。

問 1　空欄①に入る人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 11

ａ　徳川家宣	 ｂ　徳川家斉	 ｃ　徳川吉宗	 ｄ　徳川慶喜

問 2　空欄①について，この人物の諮問に答えて政治意見書である『政談』を著した儒

学者は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 12

ａ　荻生徂徠	 ｂ　太宰春台	 ｃ　新井白石	 ｄ　室鳩巣

問 3　下線部②について，この時に豪農の協力をうながして越後国に開発された新田は

何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 13

ａ　紫雲寺潟新田	 ｂ　武蔵野新田	 ｃ　飯沼新田	 ｄ　見沼代用水新田

問 4　下線部③について，この時に行われた政策で，大名から石高 1万石につき100石を

上納させる政策は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 14

ａ　上知令	 ｂ　七分積金	 ｃ　相対済し令	 ｄ　上げ米

問 5　下線部③について，この政策では大名が負っていたある制度が軽減されたが，そ

れは何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 15

ａ　参勤交代	 ｂ　末期養子の禁止	 ｃ　一国一城令	 ｄ　服忌令

問 6　下線部③について，この政策の時期に幕領で採用された年貢率の決定法は何か，

次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 16

ａ　定免法	 ｂ　検見法	 ｃ　分国法	 ｄ　三世一身法
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問 7　空欄④に入る人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 17

ａ　田沼意次	 ｂ　田中丘隅	 ｃ　保科正之	 ｄ　大岡忠相

問 8　空欄④について，この人物らが編纂した，裁判や刑の基準に関する成文法は何か，

次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 18

ａ　御成敗式目	 ｂ　民間省要	 ｃ　御触書寛保集成	 ｄ　公事方御定書

問 9　下線部⑤について，空欄①の人物は物価の安定に努力したが，とくに価格安定に

苦心した物品によって「	　Ｘ　 	公方（将軍）」とよばれた。この	　Ｘ　 	に該当する

語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 19

ａ　米	 ｂ　麦	 ｃ　粟	 ｄ　甘藷

問10　この幕政改革で行われた事項として間違っているものはどれか，次のａ～ｄのう

ちから一つ選べ。 20

ａ　漢訳洋書の輸入制限の緩和	 ｂ　質流れ地禁令の制定

ｃ　勘定御用達を任命	 ｄ　日光社参の復活
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第 3問　次の書物の著者あるいは編者を答えよ（問 1～10）。

問 1　『大和本草』 21

ａ　貝原益軒	 ｂ　関孝和	 ｃ　平賀源内	 ｄ　緒方洪庵

問 2　『源氏物語湖月抄』 22

ａ　本居宣長	 ｂ　北村季吟	 ｃ　賀茂真淵	 ｄ　契沖

問 3　『武道伝来記』 23

ａ　井原西鶴	 ｂ　式亭三馬	 ｃ　山東京伝	 ｄ　平賀源内

問 4　『心中天網島』 24

ａ　竹本義太夫	 ｂ　鶴屋南北	 ｃ　竹田出雲（２世）	 ｄ　近松門左衛門

問 5　『蘭学事始』 25

ａ　宇田川玄随	 ｂ　中川淳庵	 ｃ　箕作阮甫	 ｄ　杉田玄白

問 6　『大学或問』 26

ａ　中江藤樹	 ｂ　荻生徂徠	 ｃ　熊沢蕃山	 ｄ　石田梅岩

問 7　『笈の小文』 27

ａ　小林一茶	 ｂ　良寛	 ｃ　松尾芭蕉	 ｄ　西山宗因

問 8　『東海道中膝栗毛』 28

ａ　曲亭馬琴	 ｂ　十返舎一九	 ｃ　恋川春町	 ｄ　蕪村

問 9　『慎機論』 29

ａ　最上徳内	 ｂ　新井白石	 ｃ　林子平	 ｄ　渡辺崋山

問10　『古事記伝』 30

ａ　賀茂真淵	 ｂ　本居宣長	 ｃ　塙保己一	 ｄ　荷田春満
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第 4問　次の文章は大正時代の社会運動について述べたものである。この文章を読み，
以下の問い（問 1～10）に答えよ。

　第一次世界大戦が国民を戦争へと動員する総力戦として戦われたため，欧州諸国では

労働者の権利の拡張や国民の政治参加を求める声が高まり，日本でもロシア革命・米騒

動などをきっかけとして社会運動が勃興した。大戦中の産業の急速な発展によって労働

者の数が大幅に増加し，労働争議の件数も急激に増加した。

　1912（大正元）年，労働者階級の地位向上と労働組合育成とを目的に鈴木文治によっ

て組織された（　①　）は，この時期，修養団体から労働組合の全国組織へと急速に発

展した。（　①　）は，1919（大正 8）年に（　②　）と改称すると共に1920（大正 9）

年の第 1回（　③　）を主催した。1921（大正10）年にはさらに（　④　）と改めて労

資協調主義からしだいに階級闘争主義に方向を転換した。また，この前後から農村でも

小作料の引下げを求める（　⑤　）が頻発し，1922（大正11）年には杉山元治郎・賀川

豊彦らによって，全国組織である（　⑥　）が結成された。

　一方，民本主義をとなえる吉野作造が，1918（大正 7）年には（　⑦　）を組織して

全国的な啓蒙運動を行い，時代の趨勢は平和・協調にあると述べた論説を通じて，知識

人層を中心に大きな影響を与えた。また，吉野の影響を受けた学生たちは思想団体を結

成し，しだいに労働・農民運動との関係を深めていった。

　こうした革新的な雰囲気の中で，1910（明治43）年の（　⑧　）以来，「冬の時代」に

あった社会主義者たちも活動を再開し，1920（大正 9）年には労働運動家・学生運動家・

諸派の社会主義者たちを一堂に会した（　⑨　）が結成されたが，翌年には禁止された。

社会主義の学問的な研究にも制限が加えられ，1920（大正 9）年には，東京帝国大学助

教授（　⑩　）がロシアの無政府主義者クロポトキンの研究をとがめられて休職処分に

なった。

問 1　空欄①に入る語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 31

ａ　労働組合期成会	 ｂ　友愛会

ｃ　産別民主化同盟	 ｄ　生協労連
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問 2　空欄②に入る語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 32

ａ　日本労働組合総評議会	 ｂ　全日本労働組合会議

ｃ　大日本国粋会	 	 ｄ　大日本労働総同盟友愛会

問 3　空欄③に入る語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 33

ａ　フォーラム	 ｂ　メーデー	 ｃ　アセンブリ	 ｄ　ジャンボリ

問 4　空欄④に入る語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 34

ａ　国際自由労働組合総連盟	 ｂ　共済組合

ｃ　日本労働総同盟	 ｄ　地域公共連合

問 5　空欄⑤に入る語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 35

ａ　同盟罷業	 ｂ　怠業	 ｃ　小作争議	 ｄ　文化闘争

問 6　空欄⑥に入る語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 36

ａ　新農村同志会	 	 ｂ　全国農民同盟

ｃ　農民運動全国連合会	 ｄ　日本農民組合

問 7　空欄⑦に入る語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 37

ａ　黎明会	 ｂ　青鞜社	 ｃ　新人会	 ｄ　木曜会

問 8　空欄⑧に入る語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 38

ａ　蛮社の獄	 ｂ　大逆事件	 ｃ　虎ノ門事件	 ｄ　シーメンス事件

問 9　空欄⑨に入る語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 39

ａ　日本社会党	 	 ｂ　日本共産党

ｃ　社会主義研究会	 ｄ　日本社会主義同盟

問10　空欄⑩に入る人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 40

ａ　大杉栄	 ｂ　堺利彦	 ｃ　森戸辰男	 ｄ　山川均
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第 5問　次の文章は日露戦争後の日本の様子について述べたものである。この文章を読
み，以下の問い（問 1～10）に答えよ。

　日露戦争後の1907（明治40）年には小学校の就学率が97％をこえ，ほとんどの国民が

文字を読めるようになった。また1920年代には中学校（旧制）の生徒数が急増し，1920

（大正 9）年には約17万人であったが，1930（昭和 5）年には約（　①　）人に増加し

た。また，1918（大正 7）年に（　②　）内閣によって制定された高等学校令にもとづ

いて，高等学校の増設が進められた。同年には大学令も制定され，総合大学である帝国

大学の他に，単科大学や公立・私立の大学の設置が認められ，1918（大正 7）年には約

9000人であった大学生の数は，1930（昭和 5）年には約（　③　）人に増加した。そう

した中で，新聞・雑誌・ラジオ・映画などマス＝メディアが急速に発達し，労働者やサ

ラリーマンなどの一般勤労者を担い手とする（　④　）文化が誕生した。

　新聞や雑誌の発行部数は，飛躍的にのびた。大正末期には『大阪朝日新聞』と『東京

朝日新聞』，『大阪毎日新聞』と『東京日日新聞』の系列のように発行部数100万部をこえ

る新聞が現れ，『中央公論』や『改造』などの総合雑誌も急激な発展をとげた。『サンデ

ー毎日』や『週刊朝日』などの週刊誌，『（　⑤　）』などの女性雑誌のほか，一般投資家

向けの『経済雑誌ダイヤモンド』なども刊行された。また，鈴木三重吉は児童文芸雑誌

『（　⑥　）』を創刊した。昭和に入ると『現代日本文学全集』などの（　⑦　）が登場

して，低価格・大量出版の先駆けとなり，大衆娯楽雑誌『キング』の発行部数も100万部

をこえた。

　ラジオや映画も発達した。ラジオ放送は，1925（大正14）年に（　⑧　）で開始され，

翌年にはこれらの放送局を統合して（　⑨　）が設立された。ラジオ劇やスポーツの実

況放送などが人気をよび，放送網が全国に拡大した。映画は（　⑩　）とよばれ，当初

は無声映画を弁士の解説つきで上映していたが，大正期には大衆娯楽として発展し，日

活や松竹などの映画会社が国産映画の製作に乗り出した。なお，1930年代に入ると，ト

ーキーとよばれた有声映画の製作や上映が始まった。

問 1　空欄①に入る数字は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 41

ａ　24万	 ｂ　34万	 ｃ　44万	 ｄ　54万
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問 2　空欄②に入る内閣総理大臣は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 42

ａ　原敬	 ｂ　寺内正毅	 ｃ　大隈重信	 ｄ　高橋是清

問 3　空欄③に入る数字は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 43

ａ　 3万	 ｂ　 5万	 ｃ　 7万	 ｄ　10万

問 4　空欄④に入る語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 44

ａ　伝統	 ｂ　精神	 ｃ　上位	 ｄ　大衆

問 5　空欄⑤に入る，1917年に創刊された女性雑誌は何か，次のａ～ｄのうちから一つ

選べ。 45

ａ　主婦之友	 ｂ　婦人俱楽部	 ｃ　婦人世界	 ｄ　週刊女性

問 6　空欄⑥に入る語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 46

ａ　児童文芸	 ｂ　赤い鳥	 ｃ　おとぎの世界	 ｄ　童話

問 7　空欄⑦に入る，一冊一円の廉価本を何というか。次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。 47

ａ　円本	 ｂ　草双紙	 ｃ　限定本	 ｄ　単行本

問 8　空欄⑧に入る語句はどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 48

ａ　東京・京都・兵庫	 ｂ　東京・兵庫・名古屋

ｃ　東京・神奈川・埼玉	 ｄ　東京・大阪・名古屋

問 9　空欄⑨に入る語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 49

ａ　電波技術協会	 ｂ　日本無線協会	 ｃ　日本放送協会	 ｄ　電波産業会

問10　空欄⑩に入る語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 50

ａ　活動写真	 ｂ　幻灯写真	 ｃ　影絵映画	 ｄ　写真投影法


