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日　 本　 史

第 1問　次の争いに関する年表をみて，下の問い（問 1～10）に答えよ。

問 1　下線部①について，この乱の平定に活躍した人物は誰か，次のａ～ｄのうちから

一つ選べ。  1

ａ　藤原倫実	 ｂ　藤原実頼	 ｃ　藤原秀郷	 ｄ　藤原忠平

問 2　下線部②について，この乱を追捕使として鎮圧した人物は誰か，次のａ～ｄのう

ちから一つ選べ。  2

ａ　小野好古	 ｂ　平良正	 ｃ　源頼光	 ｄ　藤原師輔

問 3　下線部③について，この事件で源高明の謀反を密告した人物は誰か，次のａ～ｄ

のうちから一つ選べ。  3

ａ　平貞盛	 ｂ　平維将	 ｃ　源経基	 ｄ　源満仲

年　代 事　　項

935～940 ①平将門の乱

939～941 ②藤原純友の乱

969 ③安和の変

（　④　） 刀伊の来襲

1028～31 関東で（　⑤　）の乱

1051～62 ⑥前九年合戦

1083～87 ⑦後三年合戦

1107～08 出雲で（　⑧　）の乱

1156 ⑨保元の乱

1159 平治の乱
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問 4　空欄（　④　）に入るのは何年か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  4

ａ　1013	 ｂ　1016	 ｃ　1019	 ｄ　1022

問 5　空欄（　⑤　）に入る人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  5

ａ　平正度	 ｂ　平正盛	 ｃ　平忠盛	 ｄ　平忠常

問 6　下線部⑥について，この合戦で滅ぼされた一族は何か，次のａ～ｄのうちから一

つ選べ。  6

ａ　安倍氏	 ｂ　清原氏	 ｃ　佐伯氏	 ｄ　新田氏

問 7　下線部⑦について，この合戦に勝利し，奥州藤原氏の祖となった人物は誰か，次

のａ～ｄのうちから一つ選べ。  7

ａ　藤原泰衡	 ｂ　藤原秀衡	 ｃ　藤原清衡	 ｄ　藤原基衡

問 8　空欄（　⑧　）に入る人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  8

ａ　源義光	 ｂ　源義親	 ｃ　源義康	 ｄ　源義重

問 9　下線部⑨について，この乱で敗北し，伊豆大島に流された人物は誰か，次のａ～

ｄのうちから一つ選べ。  9

ａ　源範頼	 ｂ　源為朝	 ｃ　源為義	 ｄ　源義賢

問10　下線部⑨について，この乱で敗北し，讃岐に流された上皇は誰か，次のａ～ｄの

うちから一つ選べ。 10

ａ　白河上皇	 ｂ　鳥羽上皇	 ｃ　崇徳上皇	 ｄ　後白河上皇
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第 2問　鎌倉時代の文化に関する下の問い（問 1～10）に答えよ。

問 1　鎌倉仏教の宗派と開祖の組合せで間違っているものを，次のａ～ｄのうちから一

つ選べ。 11

ａ　浄土宗―法然	 ｂ　臨済宗―栄西

ｃ　時宗―親鸞	 	 ｄ　曹洞宗―道元

問 2　鎌倉仏教の宗派と中心寺院の組合せで間違っているものを，次のａ～ｄのうちか

ら一つ選べ。 12

ａ　浄土真宗―本願寺	 ｂ　時宗―清浄光寺

ｃ　曹洞宗―永平寺	 ｄ　浄土宗―建仁寺

問 3　鎌倉仏教の開祖と著書の組合せで間違っているものを，次のａ～ｄのうちから一

つ選べ。 13

ａ　親鸞―『選択本願念仏集』	 ｂ　日蓮―『立正安国論』

ｃ　道元―『正法眼蔵』	 ｄ　栄西―『興禅護国論』

問 4　鎌倉時代初期に京都栂尾に高山寺を再興し，戒律を尊重して華厳宗の復興に力を

注いだ僧は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 14

ａ　貞慶	 ｂ　叡尊	 ｃ　明恵	 ｄ　忍性

問 5　『方丈記』を著した人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 15

ａ　西行	 ｂ　兼好法師	 ｃ　仙覚	 ｄ　鴨長明

問 6　『古今著聞集』を編纂した人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 16

ａ　中山忠親	 ｂ　橘成季	 ｃ　源親行	 ｄ　慈円

問 7　鎌倉の外港として栄えた六浦の金沢に金沢文庫を設立した人物は誰か，次のａ～

ｄのうちから一つ選べ。 17

ａ　北条実時	 ｂ　北条経時	 ｃ　北条為時	 ｄ　北条長時
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問 8　観心寺金堂は何様式でつくられたか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 18

ａ　大仏様	 ｂ　禅宗様	 ｃ　折衷様	 ｄ　和様

問 9　六波羅蜜寺空也上人像をつくった人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。 19

ａ　康勝	 ｂ　運慶	 ｃ　快慶	 ｄ　康弁

問10　武士の成長で武具の製作が盛んになるが，鎌倉で刀剣の名作を残した人物は誰か，

次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 20

ａ　長光	 ｂ　藤四郎吉光	 ｃ　来国光	 ｄ　正宗
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第 3問　次の（Ａ）・（Ｂ）・（Ｃ）・（Ｄ）のカードについて，下の問い（問1～10）に答えよ。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

・①享徳の乱が起こる

・応仁の乱が始まる

・足利義政が銀閣を造営

・（　②　）が明に渡る

・足利尊氏が建武式目を発表

・南北朝の動乱の始まり

・足利直義と高師直の対立から（　③　）が起こる

・（　④　）船を元に派遣

・南北朝の合体

・足利義満が⑤花の御所を造営

・（　⑥　）で山名氏清らを滅ぼす

・⑦五山文学が盛んになる

・織田信長が⑧楽市令を出す

・ルイス＝フロイスがキリスト教を布教

・⑨本能寺の変で織田信長が討たれる
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問 1　下線部①について，1454年に起きたこの乱で，関東管領の上杉憲忠を謀殺して幕

府軍の追討を受け，下総古河に移り反抗を続けた人物は誰か，次のａ～ｄのうちから

一つ選べ。 21

ａ　足利義輝	 ｂ　足利政知	 ｃ　足利成氏	 ｄ　足利直冬

問 2　空欄（　②　）について，遣明船で明に渡り作画技術を学び，帰国後，日本の水

墨山水画を完成させた人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 22

ａ　宗祇	 ｂ　周文	 ｃ　如拙	 ｄ　雪舟

問 3　空欄（　③　）について，該当する語句はどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。 23

ａ　応永の乱	 ｂ　観応の擾乱	 ｃ　嘉吉の変	 ｄ　結城合戦

問 4　空欄（　④　）について，これは後醍醐天皇の冥福を祈るための寺院造営費調達

のために派遣された船であるが，該当する語句はどれか，次のａ～ｄのうちから一つ

選べ。 24

ａ　建長寺	 ｂ　天龍寺	 ｃ　相国寺	 ｄ　建仁寺

問 5　下線部⑤について，この邸宅があったのは京都のどこか，次のａ～ｄのうちから

一つ選べ。 25

ａ　六波羅	 ｂ　東山	 ｃ　北山	 ｄ　室町

問 6　空欄（　⑥　）について，該当する語句はどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。 26

ａ　天文法華の乱	 ｂ　永享の乱	 ｃ　明徳の乱	 ｄ　中先代の乱

問 7　下線部⑦について，五山文学の最盛期の代表的な人物で，幕府の外交文書の作成

にもあたった人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 27

ａ　一休宗純	 ｂ　絶海中津	 ｃ　夢窓疎石	 ｄ　桂庵玄樹
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問 8　下線部⑧について，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。 28

ａ　この法令は自治的組織として繁栄していた堺で最初に出された。

ｂ　この法令は市の閉鎖性や特権的な市座を廃して，商工業者に自由な営業活動

を認めたものである。

ｃ　美濃加納にも出された。

ｄ　豊臣秀吉も推進した。

問 9　下線部⑨について，この時，京都の本能寺で織田信長を討ったのは誰か，次のａ

～ｄのうちから一つ選べ。 29

ａ　武田勝頼	 ｂ　土岐康行	 ｃ　松永久秀	 ｄ　明智光秀

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→Ｃ→Ｄ	 ｂ　Ａ→Ｃ→Ｂ→Ｄ

ｃ　Ｂ→Ｃ→Ａ→Ｄ	 ｄ　Ｃ→Ｄ→Ａ→Ｂ
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第 4問　次の文章を読み，下の問い（問 1～10）に答えよ。

　江戸幕府の職制は， 3代将軍家光の頃までに整備された。幕府の政務を統轄する常置

の最高職として（　①　）が置かれ，その補佐として若年寄が置かれた。また，大名を

監察する大目付，旗本・御家人などを監察する目付のほかに，寺社の管理を行う寺社奉

行，幕領の租税徴収や司法を担当する（　②　），江戸府内の行政・司法を担当する町奉

行が置かれ，これらは三奉行と呼ばれた。それぞれの役職は原則として 1か月交代の月

番制で，三奉行が独自で決裁できない重大事や管轄のまたがる訴訟などは（　③　）に

より合議で裁決された。

　次に地方組織であるが，朝廷や西国大名の監察などを行った京都所司代を置き，京都・

大坂・駿府には城代と町奉行を，江戸から離れた幕府の重要直轄地には遠国奉行を置い

た。そのほかに幕領の政務を行う役職として，④郡代や代官を置いた。

　大名は親藩・⑤譜代・⑥外様に分けられ，その領地と支配機構を総称して藩という。幕

府は武家諸法度を制定し，これに違反したものは⑦改易・減封・国替などに処せられ，

大名への支配を強めていった。こうした将軍と大名による土地と人民の全国的な支配体

制を幕藩体制と呼んでいる。

　朝廷に対しては禁中並公家諸法度を制定し，朝廷や公家の行動を厳しく規制した。そ

して京都所司代らに朝廷を監視させたほか，⑧天皇家の領地は最小限度にとどめられ，

公家から選ばれた（　⑨　）を通じて朝廷へ幕府からの指示を与えた。1627（寛永 4）

年の⑩紫衣事件は，幕府の法度が天皇の勅許に優先することを示した。こうして幕府の

朝廷統制の枠組みは，幕末まで維持された。

問 1　空欄（　①　）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。 31

ａ　大番頭	 ｂ　大老	 ｃ　老中	 ｄ　家老

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。 32

ａ　勘定奉行	 ｂ　作事奉行	 ｃ　普請奉行	 ｄ　鎮西奉行

問 3　空欄（　③　）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。 33

ａ　問注所	 ｂ　評定所	 ｃ　雑訴決断所	 ｄ　政所
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問 4　下線部④について，郡代が置かれた場所の一つに該当する地名は何か，次のａ～

ｄのうちから一つ選べ。 34

ａ　美濃	 ｂ　堺	 ｃ　倉敷	 ｄ　松代

問 5　下線部⑤について，譜代大名が務めた役職で，幕府内で諸事を披露する役職は何

か，該当する語句を，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 35

ａ　引付衆	 ｂ　側用人	 ｃ　大番頭	 ｄ　奏者番

問 6　下線部⑥について，外様大名はある戦いの前後に徳川氏に従った大名をいうが，

その戦いとは何か，該当する語句を，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 36

ａ　三方ヶ原の戦い	 ｂ　小牧・長久手の戦い

ｃ　関ヶ原の戦い	 	 ｄ　大坂の役

問 7　下線部⑦について，1619（元和 5）年，広島城を無断で修築したことが武家諸法度

違反とされ改易された人物は誰か，該当する人名を，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 37

ａ　加藤清正	 ｂ　浅野長政	 ｃ　本多正純	 ｄ　福島正則

問 8　下線部⑧について，当時，天皇家の領地はなんと呼ばれていたか，該当する語句

を，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 38

ａ　天領	 ｂ　国衙領	 ｃ　荘園	 ｄ　禁裏御料

問 9　空欄（　⑨　）について，該当する役職名は何か，該当する語句を，次のａ～ｄ

のうちから一つ選べ。 39

ａ　武家伝奏	 ｂ　六波羅探題	 ｃ　禁裏小番	 ｄ　高家

問10　下線部⑩について，この事件をきっかけに突然譲位した天皇は誰か，該当する名

称を，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 40

ａ　明正天皇	 ｂ　後水尾天皇	 ｃ　後陽成天皇	 ｄ　後桜町天皇
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第 5問　次の文章は江戸幕府の滅亡の過程の一部について述べたものである。この文章
を読み，下の問い（問 1～10）に答えよ。

　徳川家茂のあと15代将軍となった（　①　）は，（　②　）の援助のもとに幕政の立て

直しにつとめた。しかし1867（慶応 3）年，前年に同盟を結んだ薩長両藩は，ついに武

力倒幕を決意した。これに対して土佐藩はあくまで公武合体の立場をとり，藩士の	

（　③　）と坂本龍馬とが前藩主の（　④　）を通して（　①　）に，倒幕派の機先を

制して政権の返還を勧めた。（　①　）もこの策を受け入れ，ついに10月14日，（　⑤　）

を朝廷に提出した。

　同じ10月14日には，朝廷内の（　⑥　）らと結んだ薩長両藩が，討幕の密勅を手に入

れていた。（　⑤　）で機先を制せられた倒幕派は，12月 9 日薩摩藩などの武力を背景に

朝廷でクーデタを決行し，（　⑦　）を発して，天皇を中心とする新政府を樹立した。こ

れをもって，江戸幕府の260年以上にわたる歴史に終止符が打たれた。新政府は，将軍は

もちろん，朝廷の摂政・関白も廃止して，天皇のもとに新たに（　⑧　）の三職をおいた。

　さらに12月 9 日夜の三職による（　⑨　）では，（　①　）に内大臣の辞退と朝廷への

領地の一部返上を命じる処分が決定されたため，反発した（　①　）は京都から（　⑩　）

に引き上げ，新政府と軍事的に対決することとなった。

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。 41

ａ　徳川家達	 ｂ　徳川慶喜	 ｃ　徳川家慶	 ｄ　徳川家重

問 2　空欄（　②　）に入る，江戸幕府を支援していた国はどこか，次のａ～ｄのうち

から一つ選べ。 42

ａ　フランス	 ｂ　アメリカ	 ｃ　オランダ	 ｄ　イギリス

問 3　空欄（　③　）に入る人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 43

ａ　江藤新平	 ｂ　副島種臣	 ｃ　後藤象二郎	 ｄ　岩崎弥太郎

問 4　空欄（　④　）に入る土佐藩の前藩主は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 44

ａ　山内忠豊	 ｂ　山内一豊	 ｃ　山内豊信	 ｄ　山内豊隆
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問 5　空欄（　⑤　）に該当する語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 45

ａ　政体書	 	 ｂ　五箇条の誓文

ｃ　大政奉還の上表	 ｄ　五榜の掲示

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。 46

ａ　岩倉具視	 ｂ　大久保利通	 ｃ　大原重徳	 ｄ　堀田正睦

問 7　空欄（　⑦　）に該当する語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 47

ａ　大教宣布の詔	 	 ｂ　徴兵告諭

ｃ　秩禄奉還の法	 	 ｄ　王政復古の大号令

問 8　空欄（　⑧　）に入る語句の組み合わせの正しいものはどれか，次のａ～ｄのう

ちから一つ選べ。 48

ａ　参議・左大臣・右大臣	 ｂ　正院・左院・右院

ｃ　総裁・議定・参与	 ｄ　議政官・行政官・刑法官

問 9　空欄（　⑨　）に該当する語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 49

ａ　参預（与）会議	 ｂ　小御所会議

ｃ　四侯会議	 	 ｄ　列侯会議

問10　空欄（　⑩　）に該当する語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 50

ａ　大坂城	 ｂ　江戸城	 ｃ　名古屋城	 ｄ　彦根城


