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日　 本　 史

第 1問　次の奈良時代の年表をみて，以下の問い（問 1～10）に答えよ。

年　号 天　皇 事　　　項

710
（　①　）

平城京に遷都す

711 ②蓄銭叙位令を発布

（　③　） 元正 三世一身法を制定

729

聖武

④長屋王の変がおこる

737 天然痘により，藤原氏四子病死

740 ⑤藤原広嗣の乱がおこる

740（～45） ⑥あいついで遷都が行われる

（　⑦　） 大仏造立の詔を発布

752
（　⑧　）

東大寺大仏の開眼供養が行われる

757 養老律令施行，（　⑨　）の変がおこる

764 淳仁 ⑩恵美押勝の乱がおこる

769 称徳 宇佐八幡神託事件がおこる

問 1　空欄①に入る天皇は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  1

ａ　文武	 ｂ　嵯峨	 ｃ　元明	 ｄ　仁明

問 2　下線部②について，この法令は銭貨の流通を促進させる目的で出された。富本銭，

本朝（皇朝）十二銭と銭貨が鋳造されていくが，本朝（皇朝）十二銭の最後の貨幣を

何と呼ぶか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  2

ａ　神功開宝	 ｂ　乾元大宝	 ｃ　万年通宝	 ｄ　長年大宝
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問 3　空欄③に入る年号は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  3

ａ　721	 ｂ　722	 ｃ　723	 ｄ　724

問 4　下線部④について，長屋王は天武天皇の孫であるが，彼の父親は誰か，次のａ～

ｄのうちから一つ選べ。  4

ａ　大津皇子	 ｂ　刑部親王	 ｃ　舎人親王	 ｄ　高市皇子

問 5　下線部⑤について，藤原広嗣は藤原氏の何家の出身か，次のａ～ｄのうちから一

つ選べ。  5

ａ　式家	 ｂ　京家	 ｃ　南家	 ｄ　北家

問 6　下線部⑥について，遷都の順番が正しいものはどれか，次のａ～ｄのうちから一

つ選べ。  6

ａ　紫香楽宮→恭仁京→難波宮	 ｂ　難波宮→紫香楽宮→恭仁京

ｃ　紫香楽宮→難波宮→恭仁京	 ｄ　恭仁京→難波宮→紫香楽宮

問 7　空欄⑦に入る年号は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  7

ａ　742	 ｂ　743	 ｃ　744	 ｄ　745

問 8　空欄⑧に入る天皇は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  8

ａ　孝謙	 ｂ　光仁	 ｃ　平城	 ｄ　文武

問 9　空欄⑨に入る人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  9

ａ　橘諸兄	 ｂ　吉備真備	 ｃ　橘奈良麻呂	 ｄ　玄昉

問10　下線部⑩について，恵美押勝という名を淳仁天皇から賜る前の名前は何か，次の

ａ～ｄのうちから一つ選べ。 10

ａ　藤原種継	 ｂ　藤原仲成	 ｃ　藤原百川	 ｄ　藤原仲麻呂
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第 2問　次の文章（Ａ）と（Ｂ）を読み，以下の問い（問 1～10）に答えよ。

（Ａ）

　鎌倉幕府が滅び，隠岐に流されていた後醍醐天皇は京都に戻り新しい政治を始め，翌

年年号を建武と改めた。

　後醍醐天皇は平安時代に天皇の親政が行われた①延喜・天暦の治を理想とした。この

新しい政権の基本は，天皇への権限集中をはかり，土地の所有権の確認も天皇が出す命

令書である（　②　）によって個別に定められた。新政権の職制は，中央に記録所・	

③雑訴決断所・恩賞方などの機関を設置し，地方に国司と守護を置いた。また各地を統

御するため皇子を派遣し，とくに	　X　 	と	　Y　 	には将軍府を置いて統制の強化を

図った。

　しかしこのような天皇の専制政治は，それまでの武士の社会の慣習や前例を無視して

進められたため，しだいに④武士たちの不満が高まっていった。

問 1　下線部①について，これは天皇政治の最盛期といわれた頃の平安時代の二つの年

号である。延喜に関係するのは醍醐天皇であるが，天暦に関係する天皇は誰か，次の

ａ～ｄのうちから一つ選べ。 11

ａ　桓武天皇	 ｂ　清和天皇	 ｃ　朱雀天皇	 ｄ　村上天皇

問 2　空欄②について，該当する語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 12

ａ　令旨	 ｂ　綸旨	 ｃ　院宣	 ｄ　院庁下文

問 3　下線部③について，鎌倉幕府の引付を受け継いだこの機関の役割として正しいも

のはどれか，ａ～ｄのうちから一つ選べ。 13

ａ　所領関係の裁判	 ｂ　財政事務をつかさどる

ｃ　御家人を組織し統制する	 ｄ　軍事・警察を担当
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問 4　空欄	　X　 	と	　Y　 	に入る語句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。 14

ａ　Ｘ：肥前　　Ｙ：六波羅

ｂ　Ｘ：出羽　　Ｙ：伊豆

ｃ　Ｘ：越後　　Ｙ：摂津

ｄ　Ｘ：陸奥　　Ｙ：鎌倉

問 5　下線部④について，北条高時の子，北条時行が1335（建武 2）年におこした反乱

は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 15

ａ　中先代の乱	 ｂ　嘉吉の変	 ｃ　享徳の乱	 ｄ　永享の乱

（Ｂ）

　武家政権の再興をめざしていた足利尊氏は，1336（建武 3）年に京都を制圧し，⑤新

たな天皇を立てた。これに対し後醍醐天皇は京都を逃れ，吉野（奈良県）に入り，そこ

で正統の皇位にあることを主張したため，二つの朝廷が並び立つこととなった。以後，

約60年にわたり，京都の北朝（持明院統）と吉野の南朝（大覚寺統）が対立して争った。

この時代を南北朝時代ともよばれる。

　南朝では後醍醐天皇の死後，⑥北畠親房らが中心となって抗戦を続けた。北朝では，

1338（暦応元）年に足利尊氏が征夷大将軍に任ぜられ，弟の足利直義と政務を分担して

政治を行った。しかし尊氏の執事の（　⑦　）と直義が次第に対立するようになり，つ

いに⑧観応の擾乱と呼ばれる抗争がおこった。

問 6　下線部⑤について，この時，足利尊氏が立てた天皇は誰か，次のａ～ｄのうちか

ら一つ選べ。 16

ａ　後亀山天皇	 ｂ　光明天皇	 ｃ　後小松天皇	 ｄ　光厳天皇

問 7　下線部⑥について，この人物が南朝の立場から皇位継承の道理を説いた著書は何

か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 17

ａ　『増鏡』	 ｂ　『公事根源』	 ｃ　『神皇正統記』	 ｄ　『樵談治要』
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問 8　空欄⑦に入る人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 18

ａ　夢窓疎石	 ｂ　長崎高資	 ｃ　一条兼良	 ｄ　高師直

問 9　下線部⑧について，これは足利尊氏・直義両派の争いに止まらず，南朝勢力や地

方の武士を巻き込んでの全国的な抗争となり長期化した。その背景には惣領制の解体

があった。惣領制の解体の要因となった武家社会の変化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。 19

ａ　女性への所領の相続が緩和され，女性の御家人や地頭もあらわれた。

ｂ　有力貴族や大寺院への土地の寄進が増加し，武家の力が弱体化した。

ｃ　嫡子だけでなく庶子らにも財産を相続させる分割相続が広まり，血縁的結合

がより強くなった。

ｄ　嫡子が全部の所領を相続する単独相続が一般的になった。

問10　南朝側と交渉し南北朝の合体を実現し，内乱を終息させた足利尊氏の孫は誰か，

次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 20

ａ　足利義持	 ｂ　足利義満	 ｃ　足利義教	 ｄ　足利義詮
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第 3問　江戸時代の政治についてまとめた次の（Ａ）・（Ｂ）・（Ｃ）・（Ｄ）のカードにつ
いて，以下の問い（問 1～10）に答えよ。

（Ａ）

・①儒教の勧め

・側用人出身の（　②　）が政治を補佐

・大嘗会など朝廷の儀式の復興

・生類憐みの令

・③質の劣った貨幣の発行

（Ｂ）

・④側用人から老中になった田沼意次が積極的な経済政策を推進

・⑤蝦夷地の調査

（Ｃ）

・朱子学者の⑥新井白石と側用人の間部詮房が政治を担当

・閑院宮家の創設

・正徳金銀を鋳造

・⑦海舶互市新例の発布

（Ｄ）

・松平信綱らが側近として体制の確立を図る

・⑧武家諸法度の発布

・統一した（　⑨　）を全大名に賦課

・貿易の制限
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問 1　下線部①について，これに関して，儒学者林羅山が江戸上野忍ヶ岡の孔子廟と林

家の家塾を移し学問所として整備された場所はどこか，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。 21

ａ　目黒	 ｂ　深川	 ｃ　湯島	 ｄ　小石川

問 2　空欄②に入る人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 22

ａ　柳沢吉保	 ｂ　堀田正俊	 ｃ　保科正之	 ｄ　熊沢蕃山

問 3　下線部③について，この時貨幣の改鋳を上申した勘定吟味役（のちに勘定奉行）

は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。23

ａ　荻原重秀	 ｂ　神尾春央	 ｃ　吉良義央	 ｄ　木下順庵

問 4　下線部④について，田沼意次の行った政策について，誤っているものはどれか，

次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 24

ａ　株仲間を広く公認し，営業税を徴収した。

ｂ　銅座・真鍮座・朝鮮人参座などを設けて専売制を実施した。

ｃ　南鐐二朱銀を鋳造し，銀中心の貨幣制度への一歩を踏み出した。

ｄ　印旛沼・手賀沼の新田開発に取り組んだ。

問 5　下線部⑤について，ロシア貿易と蝦夷地の開発を説き，蝦夷地調査のきっかけと

なった『赤蝦夷風説考』を著したのは誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 25

ａ　工藤平助	 ｂ　最上徳内	 ｃ　間宮林蔵	 ｄ　大黒屋光太夫

問 6　下線部⑥について，武家政治と江戸幕府の歴史的正統性を記した新井白石の著作

はどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 26

ａ　『宇下人言』	 ｂ　『読史余論』	 ｃ　『大日本史』	 ｄ　『本朝通鑑』
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問 7　下線部⑦について，誤っているものはどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 27

ａ　輸入の代金を銅や俵物で支払うようにした。

ｂ　清船に対し信牌制を実施した。

ｃ　年間の貿易額を，清船は30隻，銀高にして6000貫，オランダ船は 2隻，銀高

3000貫に制限した。

ｄ　この法令は新井白石の罷免と同じ年に廃止された。

問 8　下線部⑧について，武家諸法度で参勤交代制が定められたのは，西暦では1635年

であるが，年号では何年か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 28

ａ　慶長10年	 ｂ　元和 8年	 ｃ　寛永12年	 ｄ　慶安 3年

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。 29

ａ　軍役	 ｂ　奉公	 ｃ　防人	 ｄ　成功

問10　カード（Ａ）～（Ｄ）について，年代の古い順に並べたときに正しいものを，次の

ａ～ｄのうちから一つ選べ。 30

ａ　Ａ→Ｂ→Ｄ→Ｃ	 ｂ　Ｄ→Ａ→Ｃ→Ｂ

ｃ　Ｂ→Ａ→Ｃ→Ｄ	 ｄ　Ｃ→Ｄ→Ａ→Ｂ
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第 4問　次の文章は第一次世界大戦後の日本の財政・外交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。

　大戦後まもなく，財界からは金本位制に復帰した欧米にならって，金輸出解禁を実施

して為替相場を安定させ，貿易の振興をはかることをのぞむ声が高まってきた。1929（昭

和 4）年に成立した立憲民政党の（　①　）内閣は，蔵相に（　②　）前日銀総裁を起

用して，財政を緊縮して物価の引き下げをはかり，産業の合理化を促進して国際競争力

の強化をめざした。そして1930（昭和 5）年 1月には金輸出解禁を断行し，外国為替相

場の安定と経済界の抜本的整理とをはかった。

　解禁を実施したちょうどその頃，1929年10月にニューヨークのウォール街ではじまっ

た株価暴落が（　③　）に発展していたため，日本経済は解禁による不況とあわせて二

重の打撃を受け，経済状況は悪化した。輸出が大きく減少し，正貨は大量に海外に流出

して，企業の操業短縮，倒産があいつぎ，産業合理化によって賃金引下げ，人員整理が

おこなわれて，失業者が増大した。政府は1931（昭和 6）年，（　④　）を制定し，指定

産業での不況カルテル結成を容認したが，これが統制経済の先駆けとなった。米価は1920

年代から植民地米移入の影響を受けて低迷していたが，昭和恐慌が発生すると米をはじ

め各種農産物の価格が暴落した。消費が縮小したアメリカへの生糸輸出は激減し，その

影響で繭価は大きく下落した。1930（昭和 5）年には豊作のためにさらに米価が押し下

げられて「豊作貧乏」となり，翌1931（昭和 6）年には一転して東北・北海道が大凶作

に見舞われた。不況のために兼業の機会も少なくなったうえ，都市の失業者が帰農した

ため，⑤東北地方を中心に農家の困窮は著しく，欠食児童や女子の身売りが続出した。

　（　①　）内閣は協調外交の方針を復活させ，ふたたび（　⑥　）を外相に起用した。

対中国関係を改善するために，1930（昭和 5）年に中国と（　⑦　）を結び，条件付き

ではあったが中国に関税自主権を認めた。また軍縮の方針に従って，1930（昭和 5）年，

（　⑧　）に参加した。（　⑧　）では，主力艦建造禁止をさらに 5年延長することと，

（　⑨　）で除外された補助艦の保有量が取り決められた。当初の日本の要求のうち，補

助艦の総トン数の対イギリス・アメリカ約 7割は認められたものの，大型巡洋艦の対米

7割は受け入れられないまま，政府は条約調印に踏み切った。これに対し，野党の立憲

政友会・海軍軍令部・右翼などは，海軍軍令部長の反対をおしきって政府が兵力量を決
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定したのは（　⑩　）の干犯であると激しく攻撃した。政府は枢密院の同意を取り付け

て，条約の批准に成功したが，1930（昭和 5）年11月には（　①　）首相が東京駅で右

翼青年に狙撃され重傷を負い，翌年 4月に退陣，まもなく死亡した。

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。 31

ａ　加藤高明	 ｂ　田中義一	 ｃ　浜口雄幸	 ｄ　清浦奎吾

問 2　空欄②に入る人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 32

ａ　片岡直温	 ｂ　井上準之助	 ｃ　高橋是清	 ｄ　松方正義

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　アジア通貨危機	 ｂ　ニクソン＝ショック

ｃ　ブラックマンデー	 ｄ　世界恐慌

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　重要産業統制法	 ｂ　軍用自動車補助法

ｃ　都市再生特別措置法	 ｄ　企業整備令

問 5　下線部⑤について，このような東北地方を中心に農家が経済的に困窮した状態を

何というか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 35

ａ　小作争議	 ｂ　米騒動	 ｃ　農業恐慌	 ｄ　農業生産統制

問 6　空欄⑥に入る人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 36

ａ　山本権兵衛	 ｂ　幣原喜重郎	 ｃ　内田康哉	 ｄ　石井菊次郎

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　自由貿易協定	 ｂ　日中貿易協定	 ｃ　日中関税協定	 ｄ　社会保障協定

問 8　空欄⑧に入る語句は何か，ａ～ｄのうちから一つ選べ。 38

ａ　パリ講和会議	 	 ｂ　サンフランシスコ講和会議

ｃ　ジュネーヴ会議	 ｄ　ロンドン海軍軍縮会議
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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　ヴェルサイユ条約	 ｂ　ポーツマス条約

ｃ　ワシントン海軍軍縮条約	 ｄ　不戦条約

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。 40

ａ　行政権	 ｂ　司法権	 ｃ　統帥権	 ｄ　既得権
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第 5問　次の文章は大正時代から昭和初期に学問と芸術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。

　大正デモクラシーの風潮のもとで，多様な学問や芸術が発達した。欧米諸国のさまざ

まな思想や文学が紹介され，『東洋経済新報』などで急進的自由主義が主張される一方，

マルクス主義も知識人に大きな影響を与えた。そのころ，1917（大正 6）年に出版され

た河上肇の『（　①　）』は広範な読者を獲得した。昭和初期には，マルクス主義は学問

研究の方法にも影響を及ぼし，②明治維新以来の日本社会の性格をどのように把握する

かをめぐって論争が展開された。

　また，西田幾多郎は『（　③　）』を著して独自の哲学体系を打ち立て，和辻哲郎は仏

教美術や日本思想史を研究し，『古寺巡礼』や『（　④　）』などを著した。津田左右吉は

『古事記』『日本書紀』に科学的分析を加え，柳田国男は民間伝承の調査・研究を通じ

て，無名の民衆（「常民」）の生活史を明らかにする（　⑤　）を確立した。

　自然科学の分野では，大戦期に染料・薬品などの輸入がとだえたため，この分野での

独自の研究が始まり，1917（大正 6）年には理化学研究所が設立された。

　文学では，自然主義は次第に退潮となったが，明治後期から⑥森鷗外や⑦夏目漱石らを

はじめ多くの作家が現れ，活況を呈した。人道主義・理想主義を掲げる雑誌『白樺』を

中心に，都会的感覚と西欧的教養を身につけた有島武郎・⑧志賀直哉・武者小路実篤ら

の白樺派，耽美的作風で知られる永井荷風や⑨谷崎潤一郎ら，さらに⑩芥川龍之介・菊池

寛らの新思潮派などが活躍した。

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。 41

ａ　『大菩薩峠』	 ｂ　『貧乏物語』	 ｃ　『赤光』	 ｄ　『種蒔く人』

問 2　下線部②について，その後の日本の社会科学の方法に大きな影響を及ぼした，こ

の論争は何と呼ばれるか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 42

ａ　母性保護論争	 	 ｂ　アナ・ボル論争

ｃ　日本資本主義論争	 ｄ　民法典論争
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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。43

ａ　『海に生くる人々』	 ｂ　『真空地帯』

ｃ　『十二支考』	 	 ｄ　『善の研究』

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　『土』	 ｂ　『斜陽』	 ｃ　『風土』	 ｄ　『道程』

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。 45

ａ　民族学	 ｂ　民俗学	 ｃ　社会学	 ｄ　倫理学

問 6　下線部⑥について，森鷗外の作品はどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 46

ａ　『阿部一族』	 ｂ　『月に吠える』	 ｃ　『腕くらべ』	 ｄ　『或る女』

問 7　下線部⑦について，夏目漱石の作品はどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 47

ａ　『カインの末裔』	 ｂ　『夜明け前』

ｃ　『こころ』	 	 ｄ　『人間万歳』

問 8　下線部⑧について，志賀直哉の作品はどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 48

ａ　『高野聖』	 ｂ　『何処へ』	 ｃ　『天地有情』	 ｄ　『和解』

問 9　下線部⑨について，谷崎潤一郎の作品はどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。 49

ａ　『刺青』	 ｂ　『たけくらべ』	 ｃ　『安愚楽鍋』	 ｄ　『みだれ髪』

問10　下線部⑩について，芥川龍之介の作品はどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。 50

ａ　『雪中梅』	 ｂ　『五重塔』	 ｃ　『河童』	 ｄ　『金色夜叉』


