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日　 本　 史

第 1問　次の文章を読んで，下の問い（問 1～10）に答えよ。

　嵯峨天皇は国政を主導し，810年には，政治機密の保持のために，天皇側近にあって

詔・勅の伝達や訴訟などを太政官にとりつぐ①蔵人所を設置した。蔵人所の長官である

蔵人頭には，天皇の信任のあつい北家の藤原冬嗣らが任命された。藤原冬嗣は天皇家と

姻戚関係を結んで，北家が台頭していった。冬嗣の子の藤原良房は，842年，②有力貴族

の伴（大友）健岑や橘逸勢らを謀反の疑いでおとしいれ，さらに（　③　）天皇が即位

すると，良房は娘を入内させ，みずから太政大臣となり，権力を握った。858年に（　④　）

天皇が幼くして即位すると，良房は外祖父として政務を代行するまでになった。866年，

良房は，⑤大納言の伴善男が左大臣源信の失脚をねらった事件を利用して，伴氏と紀氏

をしりぞけ，正式に皇族以外で最初の摂政となり，外戚の地位を背景に大きな勢力をも

った。884年，良房の養子の藤原基経が（　⑥　）天皇の事実上の関白となり，天皇が成

人の場合は関白として政治を補佐する摂関政治の先例をつくった。さらに887年，基経は

関白に正式に就任するにあたって，⑦阿衡の紛議をおこし，天皇に藤原氏の権勢をみと

めさせた。891年，基経が亡くなると，（　⑧　）天皇は関白をおかず，菅原道真を蔵人

頭に登用して藤原氏をおさえようとした。つぎの（　⑨　）天皇も藤原時平を左大臣，

道真を右大臣に任じて，天皇親政をすすめた。10世紀の（　⑨　）天皇・（　⑩　）天皇

の時期は，摂政・関白をおくことが少なく，律令政治の再建が意図された時期で，のち

に延喜・天暦の治ともよばれている。

問 1　下線部①について，蔵人所が設置された直後，薬子の変が起こった。藤原薬子が

兄の仲成とはかり太上天皇を再び皇位につかせようとした事件である。この時の太上

天皇は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  1

ａ　淳和	 ｂ　称徳	 ｃ　平城	 ｄ　仁明

問 2　下線部②について，この事件を何と呼ぶか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  2

ａ　安和の変	 ｂ　応天門の変	 ｃ　昌泰の変	 ｄ　承和の変



―  2  ―

問 3　空欄③に該当する天皇は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  3

ａ　元正	 ｂ　朱雀	 ｃ　仁明	 ｄ　文徳

問 4　空欄④に該当する天皇は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  4

ａ　花山	 ｂ　清和	 ｃ　一条	 ｄ　冷泉

問 5　下線部⑤について，この事件を何と呼ぶか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  5

ａ　安和の変	 ｂ　応天門の変	 ｃ　昌泰の変	 ｄ　承和の変

問 6　空欄⑥に該当する天皇は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  6

ａ　光孝	 ｂ　円融	 ｃ　三条	 ｄ　高倉

問 7　下線部⑦について，紛議の原因となった勅書の起草者は誰か，次のａ～ｄのうち

から一つ選べ。  7

ａ　源高明	 ｂ　源満仲	 ｃ　橘広相	 ｄ　橘行平

問 8　空欄⑧に該当する天皇は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  8

ａ　宇多	 ｂ　陽成	 ｃ　後三条	 ｄ　淳仁

問 9　空欄⑨に該当する天皇は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。  9

ａ　後朱雀	 ｂ　後一条	 ｃ　醍醐	 ｄ　皇極

問10　空欄⑩に該当する天皇は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 10

ａ　淳仁	 ｂ　孝謙	 ｃ　後冷泉	 ｄ　村上
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第 2問　鎌倉幕府の歴代の執権について書かれた次の（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）

問 1　下線部①について，この人物が1221年に軍を率いて京都を攻め鎮圧した承久の乱

を起こした中心人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 11

ａ　後白河上皇	 ｂ　崇徳上皇	 ｃ　後嵯峨上皇	 ｄ　後鳥羽上皇

①北条泰時

・連署を置く

・（　②　）を置く

・御成敗式目（貞永式目）（　③　）カ条を制定

北条時頼

・④三浦泰村一族を滅ぼす

・（　⑤　）を造営する

北条時宗

・⑥文永の役・弘安の役

北条貞時

・平頼綱が有力御家人の（　⑦　）を滅ぼす（霜月騒動）

・⑧永仁の徳政令を発布

・⑨得宗専制政治を確立させる
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問 2　空欄②に入る，有力御家人から選ばれ，政務の処理や裁判にあたった役職はどれ

か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 12

ａ　公文所	 ｂ　侍所	 ｃ　引付衆	 ｄ　評定衆

問 3　空欄③に該当する数字はどれか，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 13

ａ　50	 ｂ　51	 ｃ　52	 ｄ　53

問 4　下線部④について，この三浦泰村との戦いは，その時の年号を取って〔　Ｘ　〕

合戦といわれる。この〔　Ｘ　〕に該当する年号はどれか，次のａ～ｄのうちから一

つ選べ。 14

ａ　嘉禄	 ｂ　元仁	 ｃ　宝治	 ｄ　建仁

問 5　空欄⑤に該当する1253年に創建された禅宗の本格的寺院はどれか，次のａ～ｄの

うちから一つ選べ。 15

ａ　建長寺	 ｂ　円覚寺	 ｃ　相国寺	 ｄ　修禅寺

問 6　下線部⑥について，このことに関して述べた文として，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。 16

ａ　文永の役の前に，異国警固番役を開始した。

ｂ　弘安の役の際に，朝鮮半島南部の合浦から進発したモンゴル（元）軍と高麗

軍の混成軍を東路軍という。

ｃ　この戦いで自らの奮戦を絵巻物に描かせたのは，肥前国の御家人の竹崎季長

である。

ｄ　日本に朝貢を強要し拒否されたため，日本を攻めたモンゴル（元）の皇帝は，

フビライ＝ハンである。

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。 17

ａ　上杉憲実	 ｂ　富樫政親	 ｃ　和田義盛	 ｄ　安達泰盛
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問 8　下線部⑧について，これは困窮した御家人たちを救う対策であったが，困窮した

原因に関して述べた文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。 18

ａ　蒙古襲来に対する恩賞が不十分であった。

ｂ　女性に与えられる財産が増加した。

ｃ　分割相続の繰り返しにより所領が細分化された。

ｄ　貨幣経済の発展に対処しきれなかった。

問 9　下線部⑨について，これは北条氏の一族のある人物が徳宗と号したことに由来す

るといわれるが，この人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 19

ａ　北条義時	 ｂ　北条時房	 ｃ　北条義宗	 ｄ　北条宗政

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。 20

ａ　Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ	 ｂ　Ｂ→Ｃ→Ａ→Ｄ

ｃ　Ｃ→Ａ→Ｂ→Ｄ	 ｄ　Ｄ→Ａ→Ｃ→Ｂ
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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。

　江戸時代は周期的に大きな災害による飢饉や疫病に見舞われた。

　1732年には，西日本一帯に長雨が続いたことなどが発端となり，全国におよぶ飢饉と

なった。これを〔　イ　〕の飢饉と呼ぶ。これによって，農民の生活は圧迫された。ま

た，飢饉後の米価高騰により，江戸では米将軍と呼ばれた（　①　）に反発した打ちこ

わしがおこった。

　また，1782年の東北地方の冷害から始まった〔　ロ　〕の飢饉は，浅間山の大噴火を

経て数年におよぶ大飢饉となった。このため全国で百姓一揆や打ちこわしが頻発した。

1787年 5 月の江戸でおこった大規模な打ちこわしの翌月，老中首座に（　②　）が就任

し，⑤幕政の改革が進められた。（　③　）はこの時のことを「若此度の騒動なくば，御

政事は改るまじきなど申人も侍りき」と書いているが，打ちこわしが（　②　）の幕政

改革を開始させたともいえる。

　1830～43年は，ふたたび凶作や飢饉が続き，百姓一揆や打ちこわしが 1年間に100件を

こえるなど，社会が大きく混乱した。このとき起こった飢饉は〔　ハ　〕の飢饉と呼ば

れる。⑥国内問題ばかりでなく，⑦対外問題も抱え続けていた幕府は改革を試みるも，失

敗に終わった。

　疫病に関していえば，江戸時代を通じてとくに恐れられた疫病が天
てん

然
ねん

痘
とう

・麻
はし

疹
か

・水
みず

疱
ぼう

瘡
そう

であった。これら疫病も天候不順や飢饉とともに大流行する傾向にあり，飢饉と疫病

の流行は表裏一体といってよい。それでも疫病に苦しむ人々を助けようと，江戸時代は

多くの医師が尽力した。幕府が1720年に漢訳洋書の輸入制限を緩めたことがきっかけと

なって，日本で西洋学術の研究が盛んになると，とくに実用の学問（実学）としての医

学は早くから西洋の知識が取り入れられた。⑧『解体新書』の出版はその画期的な成果の

一つである。また⑨1849年に天
てん

然
ねん

痘
とう

を予防する牛
ぎゅう

痘
とう

の日本への輸入と種
しゅ

痘
とう

が成功する

と，（　④　）をはじめとする各地の医師たちの努力によって日本全国に牛
ぎゅう

痘
とう

接種が広

まった。

問 1　空欄①について，該当する人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 21

ａ　徳川綱吉	 ｂ　徳川吉宗	 ｃ　徳川家重	 ｄ　徳川慶喜
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問 2　空欄②について，該当する人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 22

ａ　松平定信	 ｂ　田沼意次	 ｃ　間部詮房	 ｄ　保科正之

問 3　空欄③について，下線部⑧の刊行や出版に関わり『蘭学事始』などの著作物で知

られる人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 23

ａ　前野良沢	 ｂ　杉田玄白	 ｃ　平賀源内	 ｄ　青木昆陽

問 4　空欄④について，備中国足守藩出身の蘭学者であり，大坂で適々斎塾（適塾）を

開いた人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 24

ａ　稲村三伯	 ｂ　宇田川玄随	 ｃ　山脇東洋	 ｄ　緒方洪庵

問 5　空欄〔イ〕・〔ロ〕・〔ハ〕には各々年号が入る。そ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。 25

ａ　〔イ〕＝天保　〔ロ〕＝文化　〔ハ〕＝宝永

ｂ　〔イ〕＝慶長　〔ロ〕＝享保　〔ハ〕＝天明

ｃ　〔イ〕＝元禄　〔ロ〕＝天和　〔ハ〕＝文政

ｄ　〔イ〕＝享保　〔ロ〕＝天明　〔ハ〕＝天保

問 6　下線部⑤について，この時の改革でめざしたものの一つに，打ちこわしを受けた

江戸の治安問題や都市問題の解決があったが，都市に流入した無宿人の対策として江

戸の石川島に設けられた施設は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 26

ａ　養生所	 ｂ　蕃書調所	 ｃ　人足寄場	 ｄ　御救小屋

問 7　下線部⑥について，国内問題の一つに1837年に大坂で起こった武装蜂起事件があ

るが，これは何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 27

ａ　大塩の乱	 	 ｂ　生田万の乱

ｃ　由井（比）正雪の乱	 ｄ　生野の変
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問 8　下線部⑦について，1837年，日本人漂流民の送還のため浦賀沖に接近したアメリ

カ商船のモリソン号を浦賀奉行所が砲撃する事件が起こった。この幕府の対外政策を

批判したとして処罰された三河田原藩の家老であった人物は誰か，次のａ～ｄのうち

から一つ選べ。 28

ａ　渡辺崋山	 ｂ　林子平	 ｃ　江川太郎左衛門	 ｄ　高野長英

問 9　下線部⑧について，『解体新書』の改訂を手掛け，自らも『蘭学階梯』という蘭学

の入門書を著した大槻玄沢が江戸に開いた塾は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選

べ。 29

ａ　古義堂	 ｂ　芝蘭堂	 ｃ　洗心洞	 ｄ　蘐園塾

問10　下線部⑨について，1849年に牛痘を日本に輸入し種痘を成功させたのは佐賀（肥

前）藩である。当時，佐賀藩では藩主鍋島直正のもと，財政の再建と軍事力の強化を

めざす藩政改革が行われ，その成功がやがて雄藩として幕末に登場する基盤となった。

この時，佐賀藩で行われた改革について述べた文として，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。 30

ａ　陶磁器の専売を強め，藩の財源とした。

ｂ　均田制を実施し，本百姓体制の再建をはかった。

ｃ　大砲製造所を設けて，洋式軍事工業の導入をはかった。

ｄ　越荷方をおいて，藩みずから商業活動を活発に行った。
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第 4問　次の文章は幕末の動乱期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。

　18世紀後半，（　①　）で最初の産業革命が始まり，工業化の波はさらにヨーロッパ各

国やアメリカにおよんだ。巨大な工業生産力と軍事力を備える欧米諸国は，国外市場や

原料供給地を求めて，競って植民地獲得に乗り出し，とくにアジアへの進出を本格化さ

せた。

　清国は（　②　）戦争で（　①　）に敗れて（　③　）条約を結び，（　④　）を割譲

し，開港を余儀なくされた。清国の劣勢が日本に伝わると，幕府は1842（天保13）年，

異国船打払令を緩和していわゆる天保の（　⑤　）を出し，漂着した外国船には薪や水，

食料を与えることとした。

　しかし1844（弘化元）年，オランダ国王が幕府に親書を送り開国を勧告しても，世界

情勢の認識に乏しい幕府はこれを拒絶し，あくまでも鎖国体制を守ろうとした。

　（　⑥　）は北太平洋を航海する自国の対清国貿易船や捕鯨船の寄港地として日本の

開国を強くのぞんでいた。1846（弘化 3）年（　⑥　）東インド艦隊司令長官（　⑦　）

が浦賀に来航して通商を要求したが，幕府は拒否した。

　1853（嘉永 6）年 4月には琉球王国の那覇に寄港した（　⑥　）東インド艦隊司令長

官（　⑧　）は，軍艦（「黒船」）4隻を率いて 6月に浦賀沖に現われ，（　⑨　）大統領

の国書を提出して日本の開国を求めた。幕府は対策のないまま（　⑧　）の強い態度に

おされ国書を正式に受けとり，回答を翌年に約してひとまず日本を去らせた。ついで 7

月には，ロシアの使節（　⑩　）も長崎にきて，開国と国境の画定を要求した。

問 1　空欄①に該当する国名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 31

ａ　フランス	 ｂ　イギリス	 ｃ　ドイツ	 ｄ　スペイン

問 2　空欄②に該当する戦争は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 32

ａ　ナポレオン	 ｂ　アロー	 ｃ　アヘン	 ｄ　清仏

問 3　空欄③に該当する条約は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 33

ａ　アイグン	 ｂ　北京	 ｃ　天津	 ｄ　南京
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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　厦門	 ｂ　香港	 ｃ　広州	 ｄ　台湾

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。 35

ａ　薪水給与令	 	 ｂ　日米和親条約

ｃ　日米通商航海条約	 ｄ　日米修好通商条約

問 6　空欄⑥に該当する国名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 36

ａ　オランダ	 ｂ　スペイン	 ｃ　アメリカ	 ｄ　ロシア

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。 37

ａ　ハリス	 ｂ　シーボルト	 ｃ　レザノフ	 ｄ　ビッドル

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。 38

ａ　ヒュースケン	 ｂ　フルトン	 ｃ　ペリー	 ｄ　パークス

問 9　空欄⑨に該当する大統領は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 39

ａ　フィルモア	 ｂ　リンカン	 ｃ　ワシントン	 ｄ　モンロー

問10　空欄⑩に該当する人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 40

ａ　ロッシュ	 ｂ　ゴローウニン	 ｃ　ラクスマン	 ｄ　プチャーチン
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第 5問　次の文章は日中戦争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。

　1935（昭和10）年以降，中国では関東軍によって，①華北を国民政府の統治から切り

離して支配しようとする華北分離工作が公然と進められた。同年（　②　）の支援のも

とに国民政府は，地域的な通貨の混在状態の解消をはかる幣制改革を実施して，中国国

内の経済的統一を進めた。これをみて，華北に③傀儡政権を樹立して分離工作を強め，

翌1936（昭和11）年には日本政府も華北分離を国策として決定した。これに対し，中国

国民のあいだでは抗日救国運動が高まり，同年12月の（　④　）をきっかけに，国民政

府は共産党攻撃を中止し，内戦を終結させ，日本への本格的な抗戦を決意した。

　第 1次（　⑤　）内閣成立直後の1937（昭和12）年 7月 7日，北京郊外の（　⑥　）

付近で日中両国軍の衝突事件が発生した。これを（　⑥　）事件という。いったんは停

戦協定が成立したが，（　⑤　）内閣は軍部の圧力に屈して当初の不拡大方針を変更し，

兵力を増派して戦線を拡大した。これに対し，国民政府の側も断固たる抗戦の姿勢をと

ったので，戦闘は当初の日本側の予想をはるかにこえて全面戦争に発展した。これが日

中戦争である。

　 8月には（　⑦　）でも戦闘が始まり，戦火は南に広がった。 9月には国民党と共産

党が再び提携して，抗日民族統一戦線を成立させた。日本はつぎつぎと大軍を投入し，

年末には国民政府の首都（　⑧　）を占領した。国民政府は（　⑧　）から漢口，さらに

奥地の重慶に退いてあくまで抗戦を続けたので，日中戦争は泥沼のような長期戦となった。

　そこで日本側は，大規模な攻撃を中断して，各地に傀儡政権を樹立する方式に切りか

えた。1938（昭和13）年 1月には（　⑤　）首相が「国民政府を対手とせず」と声明し，

国民政府との交渉による和平の可能性をみずから断ち切った。さらに（　⑤　）首相は，

同年末，戦争の目的が日・満・華 3国連帯による（　⑨　）建設にあることを声明した。

そして，ひそかに国民政府の要人（　⑩　）を重慶から脱出させ，1940（昭和15）年に

ようやく各地の傀儡政権を統合して，（　⑩　）を首班とする親日の新国民政府を（　⑧　）

に樹立した。しかし（　⑩　）政権は弱体で，日本の戦争終結の政略は失敗に帰し，国

民政府はアメリカ・（　②　）などからの物資搬入路であるいわゆる援蔣ルートを通じて

援助を受けて，その後も抗戦を続けた。
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問 1　下線部①について，華北とは中国の 5つの省を日本が総称した言葉であるが，そ

の 5省を正しく示しているのはどれか。次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 41

ａ　チャハル・綏遠・西安・山西・山東

ｂ　チャハル・河南・河北・山西・山東

ｃ　チャハル・天津・河北・山西・山東

ｄ　チャハル・綏遠・河北・山西・山東

問 2　空欄②に該当する国名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 42

ａ　フランス	 ｂ　イギリス	 ｃ　ドイツ	 ｄ　ソ連

問 3　下線部③について，1935（昭和10）年11月に関東軍が河北省に樹立した傀儡政権

の名称は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 43

ａ　察南自治政府	 	 ｂ　冀察政務委員会

ｃ　冀東防共自治委員会	 ｄ　晋北自治政府

問 4　空欄④に該当する事件名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 44

ａ　張作霖爆殺事件	 ｂ　南京事件

ｃ　ノモンハン事件	 ｄ　西安事件

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。 45

ａ　広田弘毅	 ｂ　近衛文麿	 ｃ　犬養毅	 ｄ　斎藤実

問 6　空欄⑥に該当する地名は何か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 46

ａ　張鼓峰	 ｂ　柳条湖	 ｃ　盧溝橋	 ｄ　天安門

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。 47

ａ　広州	 ｂ　熱河	 ｃ　奉天	 ｄ　上海

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。 48

ａ　北京	 ｂ　南京	 ｃ　河南	 ｄ　香港
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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　コミンテルン	 	 ｂ　大東亜共栄圏

ｃ　東亜新秩序	 	 ｄ　中華ソヴィエト共和国

問10　空欄⑩に該当する人物は誰か，次のａ～ｄのうちから一つ選べ。 50

ａ　張学良	 ｂ　孫文	 ｃ　汪兆銘	 ｄ　袁世凱


