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日　 本　 史

第 1問　次にある年表をみて，下の問い（問 1～10）に答えよ。

問 1　下線部①について，この記述が書かれている歴史書は何か，次のａ～ｄのうちか

ら一つ選べ。  1

ａ　『漢書』	 ｂ　『晋書』	 ｃ　『梁書』	 ｄ　『後漢書』

問 2　下線部②について，奴国は現在の何県にあったと考えられているか，次のａ～ｄ

のうちから一つ選べ。  2

ａ　佐賀県	 ｂ　大分県	 ｃ　福岡県	 ｄ　熊本県

年　代 事　　項

前 1世紀ごろ ①倭は百余国の小国に分立

57 倭の②奴国王，後漢に入貢

107 ③倭国王帥升等，生口160人献上

2世紀後半 ③倭国大乱

239 ④邪馬台国女王卑弥呼，魏に遣使

372 百済王，⑤七支刀を倭王におくる

421 （　⑥　），宋に遣使

438 （　⑦　），宋に遣使

443 （　⑧　），宋に遣使

462 （　⑨　），宋に遣使

478 ⑩武，宋に上表
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問 3　下線部③について，これらの記述が書かれている歴史書は何か，次のａ～ｄのう

ちから一つ選べ。  3

ａ　『漢書』	 ｂ　『晋書』	 ｃ　『梁書』	 ｄ　『後漢書』

問 4　下線部④について，邪馬台国について歴史書の中で述べている文として間違って

いるものを，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  4

ａ　大人，下戸の身分があった。

ｂ　女子の服装は貫頭衣であった。

ｃ　男女とも黥面文身（入れ墨）していた。

ｄ　人々は朱丹を以てその身体に塗っていた。

問 5　下線部⑤について，この七支刀を現在所蔵しているのはどこか，次のａ～ｄのう

ちから一つ選べ。  5

ａ　奈良国立博物館	 ｂ　春日大社

ｃ　興福寺	 	 ｄ　石上神宮

問 6　空欄⑥に該当する人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  6

ａ　珍	 ｂ　興	 ｃ　讃	 ｄ　済

問 7　空欄⑦に該当する人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  7

ａ　珍	 ｂ　興	 ｃ　讃	 ｄ　済

問 8　空欄⑧に該当する人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  8

ａ　珍	 ｂ　興	 ｃ　讃	 ｄ　済

問 9　空欄⑨に該当する人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  9

ａ　珍	 ｂ　興	 ｃ　讃	 ｄ　済

問10　下線部⑩について，武とされる天皇は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 10

ａ　允恭天皇	 ｂ　雄略天皇	 ｃ　履中天皇	 ｄ　仁徳天皇
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第 2問　次の問 1～10の文章を読み，下線部①・②について正誤を判断し，①・②とも
に正しければａを，①が正しく②が誤りであればｂを，①が誤りで②が正しければｃ

を，①・②ともに誤りであればｄを選べ。

問 1　1232年，武家の最初の整った法典である御成敗式目（貞永式目）ができた。 11

（ア）	　この式目は源頼朝以来の先例や，①礼節と呼ばれた武士社会での慣習・道

徳にもとづいて作られた。

（イ）	　この式目でも守護の職務は，②大番催促・謀叛人の逮捕・殺害人の逮捕と

定められている。

問 2　鎌倉時代には，内面的な信仰を重視した新しい仏教がおこった。 12

（ア）	　阿弥陀如来の救いを信じる心を強調した親鸞が開いたのが，①浄土真宗で

ある。

（イ）	　宋に渡り，帰国して禅の教えを紹介した栄西が開いたのが，②臨済宗である。

問 3　後醍醐天皇の政治は建武の新政とよばれた。 13

（ア）	　中央に重要政務を行う①記録所や所領の訴訟機関である雑訴決断所を設置

した。

（イ）	　この天皇親政は②令旨によって左右されたため，政治は混乱した。

問 4　南北朝の動乱そして観応の擾乱の中で地方武士の力が増大してくると，室町幕府

は地方武士を動員するために守護の権限を拡大した。 14

（ア）	　①半済令は，守護に荘園や公領の年貢の半分を徴収する権限を認めたもの

で，やがて土地を分割するようになった。

（イ）	　任国を自分の所領のように世襲するようになった守護は守護大名と呼ば

れ，②甲斐の武田氏，豊後の大友氏などがいる。
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問 5　室町幕府将軍の足利義満の時代に北山文化が，足利義政の時代に東山文化がそれ

ぞれ形成された。 15

（ア）	　能は北山文化を代表する芸能である。父とともに猿楽能を完成させた①観

阿弥は，能の理論書『風姿花伝』（花伝書）を残した。

（イ）	　茶道（茶の湯）・花道（生花）の基礎は東山文化の時代につくられた。茶の

湯では②宗祇が出て，侘茶を創出した。

問 6　戦国大名の中で最初に全国統一に乗り出した人物が織田信長である。 16

（ア）	　1575年，①三河の長篠合戦で，鉄砲を大量に用いた戦法により，強力な騎

馬隊を有する武田勝頼の軍に大勝した。

（イ）	　1577年，②堺に楽市令を出して，直轄地での自由な商取引を認めた。

問 7　織田信長のあとを継いで全国統一を完成したのは豊臣（羽柴）秀吉である。 17

（ア）	　石山本願寺の跡地に①大坂城を築き，朝廷から関白に任じられ，のちに太

政大臣にもなった。

（イ）	　京都に②二条城を新築し，後陽成天皇を迎えて歓待するなど，天皇の権威

を巧みに利用しながら全国支配権を諸階層に印象づけていった。

問 8　幕藩体制の安定を背景に， 5代将軍徳川綱吉の政権が成立した。 18

（ア）	　儒学にもとづく「仁政」の実践を試み，江戸湯島に聖堂を建て，①林羅山

を大学頭に任じて儒学を奨励した。

（イ）	　神道の影響から②服忌令を出し，死や血を忌みきらう風潮をつくり出した。

問 9　江戸時代，民衆は幕府の政治を川柳や狂歌で風刺した。 19

（ア）	　「上
あ

げ米
べい

といへ上げ米
まい

は気に入らず　金納ならばしじうくろふぞ」は，①享

保の改革を風刺している。

（イ）	　「世の中に蚊ほどうるさきものはなし　ぶんぶといふて夜もねられず」は，

②寛政の改革を風刺している。
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問10　江戸幕府は1790年代からロシアを中心とする外国からの危機への対応が増加し

た。 20

（ア）	　1792年，ロシア使節ラクスマンが根室に来航し，漂流民を届けるとともに

通商を求めた。この漂流民は①高田屋嘉兵衛である。

（イ）	　1808年，イギリス軍艦フェートン号が長崎に侵入し，食料などを強要して

退去した。この事件で責任を取って自刃した長崎奉行は②遠山景晋である。
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第 3問　次の（Ａ）と（Ｂ）の文章を読み，下の問い（問 1～10）に答えよ。

（Ａ）

　江戸幕府の下，戦乱のない時代が続き，商業の発達と都市の繁栄によって，町人たち

が経済的なゆとりを持つようになった。17世紀後半から18世紀初めにかけて，上方を中

心に①町人による文化が花開いた。幕藩体制や②鎖国体制の確立とともに社会が安定し，

身分制度も定着していった。こうしたなか，農業の生産力が上がり，貿易統制によって

国内に入ってこなくなった日用品を中心に，③さまざまな作物がつくられるようになっ

た。また④交通網が整備されることで産物が各地に行き渡るようになり，⑤商業も盛んに

なった。

問 1　下線部①について，この文化の時期の作品と作者の組み合わせとして間違ってい

るものを，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 21

ａ　『日本永代蔵』―井原西鶴	 ｂ　『見返り美人図』―菱川師宣

ｃ　『春色梅児誉美』―近松門左衛門	ｄ　『色絵藤花文茶壺』―野々村仁清

問 2　下線部②に関連して述べた文として，間違っているものを，次のａ～ｄのうちか

ら一つ選べ。 22

ａ　スペイン船の来航が禁じられたのは，島原の乱の鎮圧前である。

ｂ　ポルトガル船の来航が禁じられたのは，島原の乱の鎮圧後である。

ｃ　薩摩藩が朝鮮との外交や貿易を担当した。

ｄ　松前藩がアイヌとの外交や貿易を担当した。

問 3　下線部③について，それぞれの風土に合った特産物が全国各地で生産され始めた

が，このうち，阿波での特産物として最も適当なものは何か，次のａ～ｄのうちから

一つ選べ。 23

ａ　晒
さらし

	 ｂ　藺
い

草
ぐさ

	 ｃ　茶	 ｄ　藍
あい

玉
だま

問 4　下線部④について，京都の豪商で京都と伏見を結ぶ高瀬川などを開削した人物は

誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 24

ａ　角倉了以	 ｂ　茶屋四郎次郎	 ｃ　河村瑞賢	 ｄ　鴻池善右衛門
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問 5　下線部⑤について，幕府や藩に税を納める代わりに独占的な営業を行う特権を得

た商工業者の同業者の組織は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 25

ａ　掛屋	 ｂ　土倉	 ｃ　株仲間	 ｄ　勘定所御用達

（Ｂ）

　江戸時代中～後期になると，⑥貨幣経済が日本国内にも行き渡って商業がさらに発達

し，また農民の中にも豊かになるものが出てきて，⑦江戸を中心に町人や百姓による文

化が生み出された。幕府も社会の変化に対応しようと改革を行った。その一方で，日本

のあり方を見直す⑧国学や，西洋の学問を研究する⑨蘭学が発達し，⑩武士をはじめ町人

や百姓の間でも教育が盛んとなり，その後の近代産業の発展を支える基盤となった。

問 6　下線部⑥について，江戸時代の貨幣鋳造などに関して述べた文として正しいもの

を，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 26

ａ　幕府の収入増の方策として貨幣の改鋳を将軍徳川綱吉に上申したのは，柳沢

吉保である。

ｂ　幕府の収入増の方策として貨幣の改鋳を将軍徳川綱吉に上申したのは，堀田

正俊である。

ｃ　新井白石が物価の騰貴をおさえるために鋳造させた貨幣は，元禄小判である。

ｄ　新井白石が物価の騰貴をおさえるために鋳造させた貨幣は，正徳小判である。

問 7　下線部⑦について，信濃の百姓の小林一茶の俳諧集を，次のａ～ｄのうちから一

つ選べ。 27

ａ　『笈の小文』	 ｂ　『猿蓑』	 ｃ　『おらが春』	 ｄ　『誹風柳多留』

問 8　下線部⑧について，伊勢松坂に私塾の鈴屋を開いた国学者は誰か，次のａ～ｄの

うちから一つ選べ。 28

ａ　荷田春満	 ｂ　平田篤胤	 ｃ　賀茂真淵	 ｄ　本居宣長

問 9　下線部⑨について，長崎でオランダ商館付の医師シーボルトが診療所とともに開

いた私塾を，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 29

ａ　花畠教場	 ｂ　懐徳堂	 ｃ　鳴滝塾	 ｄ　明倫館
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問10　下線部⑩について，下総佐原の商人で天文方に学び，幕府の命を受けて全国の沿

岸を実測し，「大日本沿海輿地全図」を作成したのは誰か，次のａ～ｄのうちから一つ

選べ。 30

ａ　伊能忠敬	 ｂ　高橋景保	 ｃ　西川如見	 ｄ　渋川春海
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第 4問　次の文章は太平洋戦争開戦後の日本の国民生活や敗戦に至る経過などについて
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。

　太平洋戦争の開戦後，政府は民需生産の工場を軍需工場へ転用するなど軍需生産最優

先政策をとる一方，国民に対しては生活を極度に切り詰めさせて兵力・労働力として根

こそぎ動員した。1943（昭和18）年には，大学・高等学校および専門学校に在学中の徴兵

適齢文科系学生を軍に徴集する一方，学校に残る学生・生徒や，女子挺身隊に編成した

女性を軍需工場などで働かせた。また，数十万人の朝鮮人や占領地域の中国人を日本本

土などに徴用し，鉱山や土木工事現場などで働かせた。

　軍隊に動員された青壮年男性は400万人から500万人に達したので，日本国内で生産に

必要な労働力が絶対的に不足した。制海・制空権の喪失によって南方からの海上輸送が

困難となったため，軍需生産に不可欠の鉄鉱石・石炭・石油などの物資も欠乏した。

　衣料では（　①　）が敷かれたが，物がない状況となり，成人 1 日2.3合（330ｇ）の米

の（　②　）も，いも，小麦粉などの代用食の割合が増えていった。

　1944（昭和19）年後半以降，（　③　）島の基地から飛来する米軍機による本土空襲が激

化した。空襲は当初軍需工場の破壊を目標としたが，国民の戦意喪失をねらって都市を

焼夷弾で無差別爆撃するようになった。都市では建築物の強制取り壊しや防空壕の掘削

がおこなわれ，軍需工場の地方移転，住民の縁故疎開や国民学校生の集団疎開も始まっ

た。1945（昭和20）年 3月10日の東京大空襲では，約300機のＢ29爆撃機が下町の人口密集

地を中心に約1700トンの焼夷弾を投下し，一夜にして約10万人が焼死した。

　1944（昭和19）年10月，アメリカ軍はフィリピンの奪回をめざして（　④　）島に上陸

し，激戦の末これを占領した。翌1945（昭和20）年 3月に硫黄島を占領したアメリカ軍は，

4月には沖縄本島に上陸し，島民を巻きこむ 3ヵ月近い戦いの末これを占領した。日本

の敗北は必至の情勢となった。アメリカ軍沖縄上陸の直後，（　⑤　）内閣が退陣して，

侍従長を長くつとめ天皇の信頼も厚かった（　⑥　）が後継内閣を組織した。ヨーロッ

パ戦線でも，1943（昭和18）年に連合国軍が反攻に転じ，同年 9月にイタリアが降伏し，

ついで1945（昭和20）年 5月にはドイツも無条件降伏して日本は孤立した。軍部はなお本

土決戦を叫んでいたが，（　⑥　）内閣はソ連に和平交渉の仲介を依頼しようとした。

　しかし，すでに1945（昭和20）年 2月には，クリミア半島の（　⑦　）で，アメリカ・



― 10 ―

イギリス・ソ連の 3国首脳会談が行われており，さらに 7月には 3国はベルリン郊外の

（　⑧　）で会談をして，ヨーロッパの戦後処理問題を協議していた。会談を契機に，

アメリカは対日方針をイギリスに提案し，（　⑨　）の 3交戦国の名で，日本軍への無条

件降伏勧告と日本の戦後処理方針からなる（　⑧　）宣言を発表した。この宣言に対し

て「黙殺する」と評した日本政府の対応を拒絶と理解したアメリカは，人類史上はじめ

て製造した 2発の原子爆弾を 8月 6日広島に， 8月 9日長崎に投下した。また， 8月 8

日には，ソ連が（　⑩　）を無視して日本に宣戦布告し，満州・朝鮮に一挙に侵入した。

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。 31

ａ　総合切符制	 ｂ　もやい	 ｃ　物々交換制	 ｄ　供出制

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。 32

ａ　囲米	 ｂ　救荒食	 ｃ　配給	 ｄ　社倉

問 3　空欄③に該当する地名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 33

ａ　ラバウル	 ｂ　ガダルカナル	 ｃ　マーシャル	 ｄ　サイパン

問 4　空欄④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　ソロモン	 ｂ　ジャワ	 ｃ　トラック	 ｄ　レイテ

問 5　空欄⑤に該当する首相は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 35

ａ　米内光政	 ｂ　平沼騏一郎	 ｃ　小磯国昭	 ｄ　東条英機

問 6　空欄⑥に該当する首相は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 36

ａ　鈴木貫太郎	 ｂ　阿部信行	 ｃ　若槻礼次郎	 ｄ　広田弘毅

問 7　空欄⑦に該当する地名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 37

ａ　カイロ	 ｂ　マルタ	 ｃ　ヤルタ	 ｄ　セヴァストポリ

問 8　空欄⑧に該当する地名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 38

ａ　マイセン	 ｂ　ハンブルク	 ｃ　ドレスデン	 ｄ　ポツダム
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問 9　空欄⑨に該当する， 3交戦国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。 39

ａ　イギリス・ソ連・中国	 ｂ　アメリカ・イギリス・中国

ｃ　アメリカ・イギリス・フランス	 ｄ　アメリカ・ソ連・フランス

問10　空欄⑩に該当する条約は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 40

ａ　日ソ基本条約	 	 ｂ　日ソ中立条約

ｃ　日ソ共同宣言	 	 ｄ　ポーツマス条約
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第 5問　次の文章は1960年代の日本の政権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。

　1960（昭和35）年 7月，（　①　）内閣にかわった（　②　）内閣は，「（　③　）」をと

なえて革新勢力との真正面からの対立を避けながら，「（　④　）」をスローガンに，すで

に始まっていた高度成長をさらに促進する経済政策を展開した。また，（　②　）内閣は

「政経分離」の方針のもと，中華人民共和国との貿易の拡大をめざして，1962（昭和37）

年，国交のない同国と⑤準政府間貿易の取決めを結んだ。

　ついで1964（昭和39）年に成立した（　⑥　）内閣は，経済成長の順調な持続にも支え

られて 7年半以上におよぶ長期政権となった。（　⑥　）内閣はまず外交的懸案の日韓交

渉を進め，1965（昭和40）年に（　⑦　）を結んで，1910（明治43）年の韓国併合以前に締

結された条約および協定の無効を確認し，韓国政府を「朝鮮にある唯一の合法的な政府」

と認め，韓国との国交を樹立した。

　1965（昭和40）年以降，アメリカがベトナムへの介入を本格化させると，沖縄や日本本

土はアメリカ軍の前線基地となり，戦争に伴うドル支払いは日本の経済成長を促進させ

た。「基地の島」沖縄では祖国復帰を求める住民の運動が続き，ベトナム戦争の激化とと

もにその返還問題があらためて浮上した。

　（　⑥　）内閣は「（核兵器を）もたず，つくらず，もち込ませず」の（　⑧　）を掲げ，	

まず1968（昭和43）年に（　⑨　）の返還を実現し，翌年の⑩日米首脳会談は「核抜き」

の沖縄返還で合意した。

問 1　空欄①に該当する首相は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 41

ａ　鳩山一郎	 ｂ　田中角栄	 ｃ　岸信介	 ｄ　吉田茂

問 2　空欄②に該当する首相は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 42

ａ　石橋湛山	 ｂ　池田勇人	 ｃ　片山哲	 ｄ　三木武夫

問 3　空欄③に該当する語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 43

ａ　協調と連帯	 ｂ　進歩と調和	 ｃ　決断と実行	 ｄ　寛容と忍耐
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問 4　空欄④に該当する語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 44

ａ　最小不幸社会	 ｂ　一億総活躍	 ｃ　所得倍増	 ｄ　富国強兵

問 5　下線部⑤の貿易の名称を	LT	貿易ともいう。Ｌは廖承志の頭文字をとったもので

あるが，Ｔは誰の頭文字か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 45

ａ　徳田球一	 ｂ　苫米地義三	 ｃ　高碕達之助	 ｄ　田川誠一

問 6　空欄⑥に該当する首相は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 46

ａ　竹下登	 ｂ　佐藤栄作	 ｃ　村山富市	 ｄ　羽田孜

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　日韓協約	 ｂ　江華条約	 ｃ　日韓漁業協定	 ｄ　日韓基本条約

問 8　空欄⑧に該当する語句は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 48

ａ　防衛装備移転三原則	 ｂ　武器輸出三原則

ｃ　非核三原則	 	 ｄ　安全確保の三原則

問 9　空欄⑨に該当する地名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 49

ａ　先島諸島	 ｂ　五島列島	 ｃ　小笠原諸島	 ｄ　尖閣諸島

問10　下線部⑩について，この時のアメリカの大統領は誰か，該当する人名を次のａ～

ｄのうちから一つ選べ。 50

ａ　フォード	 ｂ　ケネディ	 ｃ　ジョンソン	 ｄ　ニクソン


