
―  1  ―

日　 本　 史

第 1問　平安時代の宗教・文化に関する下の問い（問 1～10）に答えよ。

問 1　平安時代は大陸への渡航が律により禁止されていたが，巡礼を目的とする僧は許

されることがあった。10世紀末の奝然は大陸に渡り，宋の文物をもたらした。奝然が

持ち帰った釈迦如来像が安置されている寺はどこか，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。  1

ａ　広隆寺	 ｂ　清凉寺	 ｃ　大覚寺	 ｄ　天龍寺

問 2　現世の不安から逃れようとする浄土教が流行した。「市聖」と呼ばれ，京の市で浄

土教を説いた僧は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  2

ａ　院源	 ｂ　源信	 ｃ　空也	 ｄ　成尋

問 3　1052年は末法に入る年とされており，その翌年に平等院鳳凰堂が落成した。平等

院鳳凰堂の本尊である阿弥陀如来像をつくった仏師は誰か，次のａ～ｄのうちから一

つ選べ。  3

ａ　定朝	 ｂ　頼助	 ｃ　康助	 ｄ　康朝

問 4　書道は前代の唐風の書に対して，優美な和様が発達する。三跡（三蹟）と呼ばれ

る名手が現れる。三跡（三蹟）に入らない人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。  4

ａ　小野道風	 ｂ　橘逸勢	 ｃ　藤原佐理	 ｄ　藤原行成

問 5　10世紀以降，貴族は朝廷での儀式・行事の様子を漢字で日記に詳細に記録した。

その代表的なものが『御堂関白記』である。この日記を記したのは誰か，次のａ～ｄ

のうちから一つ選べ。  5

ａ　藤原兼家	 ｂ　藤原道隆	 ｃ　藤原道長	 ｄ　藤原頼通
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問 6　かな文字の作品が次々に著されるようになる。その代表的な作品が紫式部による

『源氏物語』である。紫式部は中宮に仕える女官であった。紫式部が仕えた中宮は誰

か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  6

ａ　威子	 ｂ　彰子	 ｃ　詮子	 ｄ　定子

問 7　日本の風物を題材とした大和絵が描かれるようになる。平安時代初期の大和絵の

画家として知られる人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  7

ａ　巨勢金岡	 ｂ　住吉具慶	 ｃ　土佐光信	 ｄ　冷泉為恭

問 8　905年に最初の勅撰和歌集である『古今和歌集』が編集される。次の人物のうち，

『古今和歌集』の撰者ではない人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  8

ａ　紀貫之	 ｂ　凡河内躬恒	 ｃ　壬生忠岑	 ｄ　藤原定家

問 9　当時の貴族は近郊の寺社に参詣する以外に京を離れることはなかった。泊瀬と呼

ばれ，十一面観世音菩薩立像が本尊の寺は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  9

ａ　観心寺	 ｂ　長谷寺	 ｃ　法華寺	 ｄ　室生寺

問10　『鳥獣戯画』は「日本最初の漫画」と呼ばれる絵巻物である。『鳥獣戯画』を所蔵

している寺はどこか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 10

ａ　西明寺	 ｂ　神護寺	 ｃ　西芳寺	 ｄ　高山寺
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第 2問　鎌倉時代の年表を見て，下の問い（問 1～10）に答えよ。

問 1　下線部①について，侍所の初代別当は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 11

ａ　安達景盛	 ｂ　八田知家	 ｃ　三浦義澄	 ｄ　和田義盛

問 2　下線部②について，問注所の初代執事は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 12

ａ　大江広元	 ｂ　三善康信	 ｃ　二階堂行政	 ｄ　中原親能

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。 13

ａ　梶原景時	 ｂ　平頼綱	 ｃ　比企能員	 ｄ　三浦泰村

問 4　下線部④について，源実朝を暗殺した人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。 14

ａ　牛若丸	 ｂ　公暁	 ｃ　一幡	 ｄ　源為朝

問 5　空欄（　⑤　）に入る年代はどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 15

ａ　1221	 ｂ　1223	 ｃ　1225	 ｄ　1227

年代 事　項

1180 源頼朝，①侍所設置

1184 源頼朝，公文所・②問注所設置

1192 源頼朝，征夷大将軍となる

1199 源頼朝死去。源頼家，将軍に就任

1203 北条時政，（　③　）を討つ，源頼家を修禅寺に幽閉。④源実朝，将軍に就任

（　⑤　） 承久の乱起こる。⑥六波羅探題設置

1232 ⑦御成敗式目制定

1268 8 代執権に（　⑧　）就任

（　⑨　） 文永の役

1281 ⑩弘安の役
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問 6　下線部⑥について，六波羅探題の南方の初代は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ

選べ。 16

ａ　北条時村	 ｂ　北条時房	 ｃ　北条時氏	 ｄ　北条時兼

問 7　下線部⑦について，御成敗式目を制定したのは誰か，次のａ～ｄのうちから一つ

選べ。 17

ａ　北条義宗	 ｂ　北条高時	 ｃ　北条経時	 ｄ　北条泰時

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。 18

ａ　北条時頼	 ｂ　北条時宗	 ｃ　北条貞時	 ｄ　北条政村

問 9　空欄（　⑨　）に入る年代はどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 19

ａ　1270	 ｂ　1272	 ｃ　1274	 ｄ　1276

問10　下線部⑩について，弘安の役で元の軍が集結した伊万里湾にある島は何か，次の

ａ～ｄのうちから一つ選べ。 20

ａ　志賀島	 ｂ　能古島	 ｃ　平戸島	 ｄ　鷹島
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第 3問　次の文章を読み，下の問い（問 1～10）に答えよ。

　室町時代には①農業が発達した。また②各地の特産品も生産されるようになった。この

ような生産性の向上は，農村にも商品経済を浸透させていった。

　寺社の門前や交通の要所では定期市がさかんに開かれた。また同業者で結成する	

（　③　）も増え，公家，寺社に金銭などを納めて営業を独占するなど，④貨幣経済が

著しく発達した。南北朝の動乱の中，各地の村で作られていったのが惣または惣村とい

う自治組織である。やがて惣村の農民たちは不法を働く代官たちの免職や年貢の減免な

どを求め，土一揆（徳政一揆）を起こすようになった。1428年の（　⑤　）の徳政一揆

は，その大規模な最初のものである。（　⑥　）年から始まった応仁の乱の前後には，守

護大名や将軍家が争乱を続ける中，⑦国一揆や，⑧一向一揆も起こった。これらの争乱の

中からそれぞれの地域の実力ある支配者たちが台頭してきた。これが⑨戦国大名である。

問 1　下線部①について，室町時代の農業の特色として間違っているものは何か，次の

ａ～ｄのうちから一つ選べ。 21

ａ　畿内では二毛作に加え，三毛作が行われた。

ｂ　農具の改良が進み，備中鍬や千歯扱が考案された。

ｃ　肥料に下肥が広く使われるようになった。

ｄ　水車などによる灌漑施設の整備や改善が行われた。

問 2　下線部②について，日明貿易の輸出品目としても大量に生産された備前の特産品

は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 22

ａ　絹織物	 ｂ　陶磁器	 ｃ　漆器	 ｄ　刀剣

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。 23

ａ　結	 ｂ　座	 ｃ　会合衆	 ｄ　五人組

問 4　下線部④について，当時の高利貸業者は何と呼ばれていたか，次のａ～ｄのうち

から一つ選べ。 24

ａ　問屋	 ｂ　馬借	 ｃ　名主	 ｄ　土倉
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問 5　下線部④について，この頃新しく使用された明銭の一つは何か，次のａ～ｄのう

ちから一つ選べ。 25

ａ　寛永通宝	 ｂ　永楽通宝	 ｃ　宋元通宝	 ｄ　開元通宝

問 6　空欄（　⑤　）について，該当する元号を，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 26

ａ　明徳	 ｂ　正長	 ｃ　嘉吉	 ｄ　永享

問 7　空欄（　⑥　）について，該当する年代を，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 27

ａ　1443	 ｂ　1451	 ｃ　1467	 ｄ　1477

問 8　下線部⑦について，次に示した史料は，1485（文明17）年に起こった国一揆を記

録したものであるが，空欄	　X　 	と二重線Ｙの語句の説明の組み合わせとして正し

いものを，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 28

今日	　X　 	国人集会す。上は六十歳，下は十五六歳と云々。同じく一国中の土民等

群衆す。今度両陣の時
じ

宜
ぎ

を申し定めんがための故と云
うん

々
ぬん

。しかるべきか。但し又

Ｙ下
げ

極
こく

上
じょう

（注：下剋上）のいたりなり。

（『大乗院寺社雑事記』，原漢文）

ａ　Ｘ：山城　　Ｙ：下のものが上のものの勢力をしのいでいくこと。

ｂ　Ｘ：山城　　Ｙ：下のものが上のものと手を結ぶこと。

ｃ　Ｘ：加賀　　Ｙ：下のものと上のものの力関係が対等になること。

ｄ　Ｘ：加賀　　Ｙ：下のものが上のものに従属し自治権を得ること。

問 9　下線部⑧について，浄土真宗本願寺派の勢力が中心となって起こした1488（長享

2）年の一向一揆で敗死した守護は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 29

ａ　赤松満祐	 ｂ　三好長慶	 ｃ　富樫政親	 ｄ　畠山政長

問10　下線部⑨について，戦国大名が行った，領国支配のための政策として間違ってい

るものは何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 30

ａ　分国法の制定	 ｂ　関所の設置	 ｃ　検地の実施	 ｄ　鉱山の開発
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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。

　1787（天明 7）年，米価高騰により，江戸や大坂など主要都市では激しい（　①　）

が続いた。そうした中で，11代将軍徳川家斉のもとで老中に就任したのが（　②　）で

ある。（　②　）は祖父にあたる 8代将軍（　③　）が行った享保の改革を理想として，

きびしい倹約令を出し幕政改革に着手した。

　まず飢饉で荒廃した村々の復興対策として，諸藩に（　④　）を命じ，各地に義倉・

（　⑤　）を整備させて飢饉に備えた。江戸においては，両替商を中心とする豪商を（　⑥　）

に登用し，金融政策を進めようとした。また各町の町入用（町費）を節約し，飢饉・災

害の際に困窮者の救済と貸し付けにあてさせる⑦積立を命じた。

　困窮する旗本や御家人の救済には（　⑧　）を出すいっぽう，文武を奨励し，聖堂学

問所では（　⑨　）以外の学問の講義や研究を禁じた。

　また民間においては幕政に批判的な文学や思想などにきびしい統制を加えた。

　この改革により一時的に幕政は引き締められたが，厳格すぎて民衆だけでなく幕府内

部からも反感を買い，（　②　）は老中在職 6年余りで退陣に追い込まれた。

　この改革のきびしさを風刺した狂歌に「（　⑩　）の清きに魚のすみかねて　もとの濁

りの田沼こひしき」がある。

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　打ちこわし	 ｂ　越訴	 ｃ　米騒動	 ｄ　逃散

問 2　空欄（　②　）について，該当する人名は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。 32

ａ　水野忠邦	 ｂ　松平定信	 ｃ　保科正之	 ｄ　間部詮房

問 3　空欄（　③　）について，該当する人名は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。 33

ａ　徳川家宣	 ｂ　徳川綱吉	 ｃ　徳川吉宗	 ｄ　徳川光圀
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問 4　空欄（　④　）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。 34

ａ　蔵物	 ｂ　出挙	 ｃ　本途物成	 ｄ　囲米

問 5　空欄（　⑤　）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。 35

ａ　掛屋	 ｂ　蔵元	 ｃ　銭座	 ｄ　社倉

問 6　空欄（　⑥　）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。 36

ａ　札差	 	 ｂ　勘定所御用達

ｃ　伝馬役	 	 ｄ　寄場役人

問 7　下線部⑦について，町入用の節約分の何割を積み立てさせたか，次のａ～ｄのう

ちから一つ選べ。 37

ａ　 7割	 ｂ　 8割	 ｃ　 9割	 ｄ　10割

問 8　空欄（　⑧　）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。 38

ａ　棄捐令	 ｂ　上知令	 ｃ　人返しの法	 ｄ　相対済し令

問 9　空欄（　⑨　）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。 39

ａ　朱子学	 ｂ　陽明学	 ｃ　古学	 ｄ　洋学

問10　空欄（　⑩　）について，ここには空欄（　②　）に該当する人物が治めていた

藩の名前が入るが，該当するものを，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 40

ａ　館林	 ｂ　米沢	 ｃ　白河	 ｄ　宇和島
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第 5問　次の文章は明治政府による殖産興業政策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。

　明治政府は富国強兵をめざして殖産興業に力を注いだ。まず関所や宿駅・助郷制度の

撤廃，株仲間などの独占の廃止，身分にまつわる制約の除去など，封建的諸制度の撤廃

につとめ，土地所有権を確定して自由な経済活動の前提を整えた。ついで，外国人教師

の指導のもとに近代産業を政府みずから経営して，その育成をはかった。

　1873（明治 6）年に設立された（　①　）は殖産興業に大きな役割を果たし，製糸・

紡績などの官営模範工場を経営したのをはじめ，人力車や荷車，さらには馬車などの交

通の便をはかるため道路改修を奨励した。農業・牧畜については，駒場農学校や三田育

種場を開設して西洋式技術の導入をはかった。

　また，政府は北方を開発するため，1869（明治 2）年，蝦夷地を北海道と改称して	

（　②　）をおき，アメリカ式の大農場制度・畜産技術の移植をはかり，（　③　）をま

ねいて1876（明治 9）年に札幌農学校を開校した。また，④1874（明治 7）年には士族

授産の意味もあって（　⑤　）を設けて開拓とあわせて（　⑥　）に対する備えとした。

　貨幣制度では1871（明治 4）年に金本位を建て前とする（　⑦　）を定め，十進法を

採用し，（　⑧　）を単位に新貨幣をつくった。しかし，実際には開港場では銀貨が，国

内では紙幣が主として用いられた。また翌1872（明治 5）年には，維新直後に発行した

太政官札などと引き換えるため，新たな政府紙幣を発行して紙幣の統一を進めたが，こ

れは金貨や銀貨と交換できない不換紙幣であった。そこで政府は，商人・地主など民間

の力で兌換銀行券を発行させようと，1872（明治 5）年，（　⑨　）を中心に（　⑩　）

条例を定め，翌年に第一国立銀行などを設立させたが，その経営は困難で，ただちに兌

換制度を確立することはできなかった。

問 1　空欄（　①　）に該当する語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 41

ａ　農商務省	 ｂ　文部省	 ｃ　内務省	 ｄ　逓信省

問 2　空欄（　②　）に該当する語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 42

ａ　開拓団	 ｂ　移民局	 ｃ　日本植民協会	 ｄ　開拓使
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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　クラーク	 ｂ　モッセ	 ｃ　ボアソナード	 ｄ　ナウマン

問 4　下線部④について，この開拓でアイヌは伝統的な生活・風俗・習慣・信仰を失っ

ていったため，1997（平成 9）年にアイヌ文化の振興を図り，知識を普及啓発するた

めに制定された法律は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 44

ａ　アイヌ民族支援法	 ｂ　北海道旧土人保護法

ｃ　アイヌ文化振興法	 ｄ　北海道土地売貸規則・地所規則

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　鎮守府	 ｂ　屯田兵制度	 ｃ　徴兵制度	 ｄ　防人の制

問 6　空欄（　⑥　）に入る国名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 46

ａ　イギリス	 ｂ　フランス	 ｃ　ロシア	 ｄ　アメリカ

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　撰銭令	 ｂ　楽市楽座令	 ｃ　新貨条例	 ｄ　蓄銭叙位令

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　円・銭・厘	 	 ｂ　両・分・朱

ｃ　金・銀・銅	 	 ｄ　円・金・銀

問 9　空欄（　⑨　）に入る人物はだれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 49

ａ　板垣退助	 ｂ　福沢諭吉	 ｃ　黒田清隆	 ｄ　渋沢栄一

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　地方銀行	 ｂ　国法銀行	 ｃ　日本銀行	 ｄ　国立銀行


