大学受験難関日本史（2021 年 11 月 19 日改訂）
早稲田・慶応・上智・同志社などの超難関大学を目指す方のための教材です。難関校を中心と
した過去問を収録し、短期間での学習が可能です。国公立 2 次試験でも、日本史で大幅な得点
アップをねらう方は、ここまでマスターする必要があります。
※「大学受験日本史」のマスター者を対象としています。

■□■ 目次 ■□■
各単元内の学習項目は、TLT ソフトの解説もしくは問題データの一部を自動的に抽出したものです。

１．先土器～古墳時代の社会と文化

（

）は 684 年に（

）天皇が改定し…

縄文時代は農耕・牧畜は行われず、狩猟・漁撈な…

西暦（

）年に完成した、行政・刑罰に関す…

（

西暦（

）年に作成された日本最初の全国的…

）文化は、土器の形式から前・中・後期…

『魏志』倭人伝に記録された日本の古代国家であ…

国司は、律令制度下、中央から交代で赴任した地…

（

班田収授法は、唐の（

）県笠懸町岩宿にある先土器文化の遺跡…

縄文時代の一般的な葬法である（
渡来人は、（

）という…

律令制下、諸国に設置した軍隊を軍団といい、正…

）世紀の朝鮮半島の楽浪・帯…

持統天皇は（

２．古代国家の形成と対外関係
（

）が、西暦（

（

）として、…

）の救援要請を受…

律令制下で行われた税制は租庸調である。租は田…

）年、聖徳太子によ…

）天皇は聖徳太子を（

）天皇の第２皇女で、天武天…

唐と新羅に攻撃された（

）年に制定した日本…

冠位十二階は、西暦（

）法を範とし、大化…

雑徭は、古代の律令制下で（

）が農民に課…

４．律令政治の変容と対外関係

物部氏はヤマト政権の豪族で軍事を職務とした。…

平城京は 710～784 年の都で、現在の奈良市…

蘇我氏は、古代の有力な豪族で、姓は臣。ヤマト…

平安京は 794 年に開かれた都で、山背国葛野郡…

（

遣唐使は、西暦（

）はヤマト政権の政治的・社会的支配制…

強大な勢力をもった筑紫国造の（

）が、5…

（

）天皇の最大の事績は奈良仏教の政治介…

蘇我馬子は仏法を信奉し、聖徳太子と結んで、5…

藤原不比等は藤原（

日本史上最初の女帝は（

西暦（

）天皇で、母は（…

）の次男で、希有の政…

）年、左大臣（

大化改新以前、ヤマト政権がおいた地方官を（…

764 年、藤原仲麻呂（

大化改新前の豪族の私有地を（

（

）といい、…

）年から 894 年に停止…

）天皇の西暦（

）は「国家を…
））が乱をおこし…
）年、薬子の変に…

ヤマト政権の律令制以前の最高官である（…

820 年、（

（

養老令の官撰注釈書を『令（

）制度下で伴造に率いられ、職能・技術…

３．律令国家の形成と律令制度
西暦（

）解』といい…

平安時代初期にできた養老令の私撰注釈書が『令…

）年、大化改新の基本方針を示した…

都を近江大津に定めた天智天皇は、（

）天皇のとき、藤原（…

渡来人系氏族の東漢氏出身の武人（

）の…

大宰少弐に左遷された藤原（
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）は、…

）は、西暦（…

792 年に（
（

）天皇によって行われた兵制…

守護は、1185 年に源頼朝が源義経・源（…

）上皇（のち称徳天皇）の信任を得て政…

藤原（

地頭とは、もとは平安時代ごろから各地に成長し…

）の四子があいついで疫病にたおれ…

中世、（

５．摂関政治と院政

）社会における基本的主従関係の…

鎌倉幕府が守護に与えた基本的な権限の呼称を、…

10 世紀の前期と中葉、（

）・（

）…

北条（

）の娘である北条政子は、源頼朝が…

摂関政治とは、平安中期に行われた政治形態で、…

執権とは、鎌倉幕府では将軍を補佐し政務を統轄…

藤原兼家の５男である藤原（

後鳥羽上皇を中心とする朝廷は、将軍源（…

西暦（

）は、兄の関…

）年、中国東北部沿海州の刀伊（…

院政は、白河天皇が上皇となった西暦（

鎌倉幕府が西暦（

）…

）年に制定した日本最初…

13 世紀に欧亜にまたがる大帝国をつくった蒙古…

（

）天皇は、藤原氏を外戚としなかったた…

執権北条氏嫡流得宗家の御内人（家臣団）の内管…

（

）天皇の皇子であった白河天皇は、堀河…

承久の乱（西暦（

平安中期の公卿・学者である（
嵯峨天皇の 810 年、（
842 年、（
西暦（
（

）は、（…

執権北条氏嫡流の当主を（

）上皇の信任厚い…

（

）・橘逸勢らが、皇太子恒貞…

西暦（

）の次男で、天皇家の外…

）天皇…

律令政府は（

）によって行われ…

）年、京都を中心に展…

両統迭立のなか、花園天皇のあとを受けて即位し…
足利尊氏は、後醍醐天皇と鎌倉幕府が対立した時…

６．古代社会の変容
）（養老（

）年から（

1467 年～西暦（

律令制における諸国の官庁で、国司が政務をとっ…

西暦（

）とい…

室町時代初期の内乱を南北朝の動乱という。一般…

）の養子である藤原基経は、876…

藤原冬嗣は藤原内麻呂の次男で、（

）を契機に京都六波羅の南北両府に六波…

８．中世の政治と対外関係(2)

）の変は、藤原氏による他氏排斥事件で…

藤原（

）といい、２代…

鎌倉幕府執権得宗家の直属家臣を（

）年におきた大極殿正門応天門の火…

藤原良房は藤原（

）年）後、鎌倉幕府によ…

室町時代、勘合（勘合符）によって行われた日明…
））年、律令政府…

）年（

南北朝戦乱期の西暦（

）15 年）に、…

）年、（

）は…

戦国大名が領国統治のために独自に制定した法令…

地方の豪族等が、すでに開発した所有地を、中央…

足利義満は足利（

平将門の乱と藤原純友の乱のことを（

室町幕府第（

）代将軍足利義政は、足利（…

前九年の役は、平安後期、陸奥の俘囚の長であっ…

室町幕府の（

）家の一つである山名氏は、…

西暦（

1438 年、鎌倉公方の足利持氏が室町幕府にそ…

）・…

）～1087 年にかけて続いた奥羽…

）の孫で、1378 年に…

藤原清衡は 11 世紀末の後三年の役で源義家に加…

西暦（

源（

1399 年、大内義弘が室町幕府に対しておこし…

）の長男である源（

）は、10…

）年、（

平安末期から鎌倉時代にかけての武士団の統率者…

足利（

律令制下、太政官符と（

朝鮮王朝は西暦（

）符により不輸租…

７．中世の政治と対外関係(1)
平（

）の子である平（

12 世紀後半、（
源（

）は、（

）国の守護赤松満祐…

）の４男である足利（
）年、（

）は、…
）の害を…

９．中世の社会・産業・経済

）は、保元・…

1428 年、（

）（兵庫…

西暦（

）の３男である源頼朝は、1180 年…

）国の坂本の馬借が、（…
）年、嘉吉の乱後に京都でおこった…

応仁・文明の乱後も（
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）国では畠山（…

（

）の出現により、北陸地方で急速に普及…

中世、荘園を（

）と荘園領主で分割支配す…

一向一揆とは、戦国時代の一向宗（

（

）は本年貢ともいい、江戸時代に、本田…

（

）は江戸時代の雑税の一つで、農業以外…

１２．近世初期外交と鎖国

）宗）…

南北朝時代から室町時代にかけて発達した農民の…

江戸幕府は 1639～1854 年の間、鎖国を実…

戦国から安土桃山期にかけて諸国大名が行った商…

近世初期、朱印状で公認された日本船による貿易…

堺は、（

ウィリアム＝アダムズは（

足利（

）と和泉の境に開けた商港で、南…
）・直義は天竜寺（

）の冥福…

西暦（

）年、（

）人で、日本名…

）半島と天草の農民…

中世、馬によって物資を輸送した運送業者を（…

江戸時代、オランダ東インド会社が貿易のために…

（

西暦（

）は、鎌倉期に出現した金融業者で、高…

１０．織豊政権

）年、当時最大の輸入品の生糸（白…

江戸時代、将軍の代替わりごとに来朝した朝鮮の…

織田信長は、西暦（

）年、桶狭間で今川氏…

1609 年、対馬の（

）氏が（

）と…

豊臣秀吉は、1573 年に長浜城主となり、15…

山城出身の貿易商である（

豊臣秀吉は全国統一を進めていく途上で、支配地…

（

西暦（

江戸初期の京都の商人・貿易家である（

）年、ポルトガル人が種子島に漂着…

天正少年使節とは、西暦（

）は、（

）は、豊臣秀吉…

）の命令で慶長遣欧使節…
）…

１３．近世の産業・経済

）年、九州のキ…

近世、キリスト教禁圧のために出された法令を禁…

江戸幕府や諸藩は、財源をふやすため開墾を奨励…

ヴァリニャーニは、耶蘇会巡察使として３回来日…

油脂をしぼった鰯・鰊などを乾燥したものを（…

1575 年、（

（

）国長篠で甲斐の武田（…

明智光秀は、（

）の土岐氏の支族で、織田…

近江の守護京極氏の家臣の子である（
西暦（

）年、（

）国（

）は、田畑の荒起こし用の打ち鍬で、柄…

豊後日田出身の（

）は…

）は、関西・東海道の各…

塩の干満の差と毛細管現象を利用して海水を塩田…

）で、…

江戸の（

16 世紀後半、キリスト教の日本布教に活躍した…

）を起点とした５つの幹線道路を…

江戸時代、幕府・諸藩が許可した商工業者の特権…

１１．幕藩体制の成立

江戸幕府は金貨・銀貨・銭貨の（

）を基本…

徳川家康は、三河国岡崎の松平氏出身。はじめ織…

（

江戸幕府が、大名の支配統制のために定めた法令…

1609 年、江戸幕府は三貨の交換比率を、金１…

江戸幕府が制定した対朝廷の根本法を（

江戸時代に幕府・大名などが、年貢米・特産物な…

）…

）は、大坂・江戸間を運航した廻船で、…

（

）は、江戸幕府の中央の職制で、寺社奉…

江戸時代、旗本・御家人の（

（

）は、江戸幕府の職制の一つ。寺院や神…

（

）を受け取り…

）は、江戸時代前期の海運業・治水事業…

江戸幕府に常置されていた職制のうち、最高の役…

江戸中期、商品生産の発展につれて出現した農村…

江戸時代の大名は将軍家との親疎により親藩・譜…

江戸時代に諸藩が発行した紙幣を（

教化や法律・制度で世を治めることを（

１４．幕政の改革

）…

江戸幕府が制定した寺院統制のための法令を（…

第（

（

江戸幕府６代将軍徳川（

）は、江戸時代の農村で、（

）とい…

）に…

）代将軍徳川吉宗による政治改革を享…
）、７代家継の治…

江戸時代に農民から出て村の行政にあたった役人…

江戸幕府３代将軍家光の第４子である徳川（…

江戸幕府は、キリシタン禁制とともに、民衆のす…

徳川（
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）は紀州藩主徳川光貞の第４子で藩…

新井白石は、朱子学者（

）に学び、甲府藩…

西南戦争は、西暦（

（

）は勘定奉行の下役から抜擢されて 16…

薩摩藩出身の（

（

）は、西暦（

西暦（

（

）は、（

（

）の制は、（

（

）は、９代将軍徳川（

（

）の改革は、江戸幕府の三大改革の一つ…

）年、江戸幕府が新…

）の改革の際に、従来の…

（

）の改革で行った幕…

1841 年に老中首座の（

）年 12 月９日、（

）は、西暦（

西暦（

西暦（

）の孫で、田安宗武の…

）が発せ…

）年、薩摩藩とイギ…
）は、尊王攘夷運動に参加…

）年の八月十八日の政変で追放され…

長州藩出身の（

）が開始した政…

松平定信は、徳川（

）は、西郷隆盛とともに倒…

肥前藩出身の（

）の小姓か…

）年、西郷隆盛を中心…

）（村田蔵六）は、周防の…

）年の日露和親条約以来、樺太には…

長州藩士の（

）は、（

）に学び、1…

（

）は、1834 年に老中となり、越前守…

明治政府は、1871 年に田畑の勝手作を認め、…

（

）は、老中（

富岡製糸場は、明治政府の（

（

）は、江戸幕府が（

）が西暦（

）…

）・御家人を…

（

）政策にもと…

）条例は、1872 年銀行制度導入のた…

江戸幕府・諸藩・町村が、主として飢饉に備え、…

金を一国の通貨の基礎とする貨幣制度を金本位制…

（

（

）は、明治初期、北海道開拓事業を担当…

（

）は（

）は、1790 年、老中（

）が（…

１５．幕藩体制の動揺と開国
大塩平八郎は大坂東町奉行所の元（
江戸後期の国学者（
（

）は、（

）で、…

1873 年に設立された日本最初の銀行は、（…

）の大飢饉は、1732 年イナゴの害が…
）年、江戸幕府がアメリカと結んだ…

西暦（

）年、江戸幕府が米国総領事（…

アメリカ海軍将官ペリーは、西暦（
（

明治新政府は、当初の太政官札などの発行による…

）の門…

西暦（

）藩出身で、1881 年、…

（

）は日本で唯一の中央銀行で、西暦（…

１７．自由民権運動と立憲政治
自由民権運動とは、藩閥政府に対して、国会開設…

）年、…

民撰議院設立の建白書は、西暦（

）藩主井伊直弼は 1858 年に大老とな…

）年、自…

立志社は、1874 年、土佐の板垣退助・（…

1808 年、（

）軍艦フェートン号が（…

自由民権運動の中核的な政党であった自由党は、…

1837 年、（

）船モリソン号が日本人漂…

（

幕末、日本が開国し、西暦（
（

）は、西暦（

）年に貿易が…

）は、愛国社を中心に組織され、国会開…

1887 年、自由民権運動の指導者片岡健吉らは…

）年に来日した最初…

板垣退助は、征韓論争で敗れて西暦（

）年…

江戸末期、幕府がロシアの南下政策に対して実施…

（

）は、集会・結社に対する取り締り法規…

西暦（

（

）は西暦（

（

）年、（

）藩主徳川（

）が結ばれた。３港…
）は、徳川治紀の第…

福島事件は西暦（

１６．幕末～明治前期
幕末、公武合体を唱える土佐の（

）年に公布された自由…
）年、福島県でおこった…

大日本帝国憲法は、西暦（
）と坂本…

内閣制度は西暦（

）年、（

）年発布された…
）制に代…

（

）は、1868 年、五箇条の誓文を基礎…

長州藩出身の伊藤博文は、吉田松陰に学び、明治…

（

）とは、西暦（

政府は、議会や政党の意向に制約されることなく…

廃藩置県は、西暦（
（

）年各藩主が、そ…
）年、明治政府が中央…

長州藩出身の山県有朋は、松下村塾に学び、奇兵…

）とは、明治初期の朝鮮侵略論のことで…

佐賀藩出身の大隈重信は、明治維新後、大蔵卿・…
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西暦（

）年公布の民法は近代的な（…

（

１８．資本主義の成立
1879 年、政府が（

（

護憲三派連盟とは、大正末期、第二次護憲運動の…
（

）を首班とし、陸・海・外務の３相以外…

）は、第二次世界大戦前のわが国唯一の…

（

）は、第一次世界大戦中の 1916 年に…

（

）内閣は、（

）年に成立した。明治…

）とは、特定の一族が産業・経済・政治…

西暦（
（

）年３月、第 50 議…

）年、明治政府の富…

鉄道国有法は西暦（
（

治安維持法は、西暦（

）業の育成にのり出…

八幡製鉄所は、西暦（

）は、慶應義塾に学び、新聞記者として…

）年、第２次（

ヴェルサイユ条約は、第一次世界大戦に関する連…

）内閣のとき…

ワシントン海軍軍縮条約は、西暦（

）県足尾町の足尾銅山は江戸初期に幕府…

労働組合期成会は、1897 年、（

）首相暗殺のあと組…

ロンドン海軍軍縮会議は、西暦（

）・片…

）年、…
）年にロ…

二十一カ条の要求は、第一次世界大戦中、日本が…

『（

）』は、1899 年に刊行された（…

西暦（

）年ロシア革命がおき、日英米仏ら…

『（

）』は、（

）省によりまとめら…

西暦（

）年、日本の特派大使（

『（

）』は、（

）の著書で、192…

西暦（

）年、元国王の李太王の葬儀を２日…

堺利彦は社会主義運動の先駆者で、『万朝報』と…

西暦（

）年、第一次世界大戦後のワシント…

1889 年と 1894 年、大阪の（

四カ国条約は、第一次世界大戦後の西暦（…

）会社…

１９．条約改正と大陸進出
日清戦争は、西暦（
長州藩出身の（

）と…

２１．経済恐慌と政党政治の歩み

）年、朝鮮に対する日…

資本主義社会では、第一次世界大戦前から生産の…

）は、明治維新に活躍した…

（

）恐慌とは、一般には、西暦（

）…

長州出身の青木周蔵は、1889 年、第１次（…

不安定になった経済建て直しのため、政府は震災…

大津事件は、1891 年、来日中の（

支払猶予令は（

（

）藩出身の（

）皇…

）は、1873～7…

）ともいい、債務者の破綻…

五・一五事件は、西暦（

）年５月 15 日に…

紀伊藩出身の陸奥宗光は、脱藩して坂本竜馬の（…

日本は、西暦（

（

）事件とは、西暦（

大日本帝国憲法第 11 条は、（

（

）の乱は、西暦（

日英（

）年、日本軍…
）年におきた朝…

）条約は、西暦（

）年に金本位制を採用、西…

浜口雄幸は、1927 年立憲（

）年に締結…

）権を天皇…
）結党に際…

田中義一内閣は、憲政会の若槻内閣が倒れたあと…

幕末締結の諸外国との条約は、治外法権を認め、…

（

西暦（

第１次若槻礼次郎内閣は、第２次（

）年、日清戦争の講和条約が下関で…

日露戦争は、西暦（

）年、日本とロシアの…

日英同盟の最初は西暦（

（

）年に結ばれ、ロ…

）出兵は、（

）内閣が中国国民党…

）は、日蓮宗の僧井上日召が、恐慌下の…

北一輝は、新潟出身の国家主義者で、社会主義を…

２２．ファシズム～第二次世界大戦

日露戦争の結果、日本は韓国に対する優越権を認…
清国の義和団の乱による列国の出兵事件を（…

二・二六事件は、西暦（

（

西暦（

）は、1901 年、第１次桂太郎内閣の…

２０．大正時代の政治と国際関係
西暦（
（

）内閣…

）年、第３次桂太郎内閣が第一次護…

）は、慶應義塾に学び、新聞記者を経て…

）年、関東軍は自身の計画による（…

（

）は、西暦（

（

）は、日中戦争の発端となった日中両軍…

西暦（
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）年２月 26 日に…

）年、日中戦争下に…

）年に満州事変がおこると、中国は…

東条英機は、陸軍部内の（

）派の一人で主…

第１次近衛文麿内閣は、西暦（
西暦（

）年４月、第（

）年、各界…

（

）次近衛内閣…

第二次世界大戦中の西暦（

）年、日本軍は、（

）が、現奈良県明日香村に 588 年から…

奈良市五条町にある律宗の総本山である（…

）年 11 月、フ…

第二次世界大戦末期の 1945 年（
西暦（

釈迦の教えを経典に基づいて学び、修行によって…

８世紀なかば、天災や飢饉が続いて世情は騒然と…

）月、…

奈良市にある法相宗の大本山は（

）部（…

（

２３．戦後の日本

）である…

）天皇が皇后の病気平癒のため発願し、…

２５．古代の文化

1945 年７月 26 日、アメリカ・イギリス・（…

（

）は木像彫刻の一技法で、奈良後期にさ…

第二次世界大戦直後、GHQ の指示で日本は新憲…

（

）は木像彫刻の技法の一つで、平安中期…

西暦（

平安時代の貴族の邸宅様式を（

）年に日本と、米国を中心とする連…

）という。…

連合国軍最高司令官総司令部の略称をアルファベ…

正倉院とは、本来は寺院の主要倉庫のある一画を…

1951 年、日本はサンフランシスコで連合国 4…

平等院鳳凰堂は、1053 年に藤原（

新安保条約は、日米安全保障条約を改定した新条…

中尊寺（

西暦（

太安万侶は奈良時代の学者で、民部卿でもあった…

（

）年、朝鮮北部に朝鮮民主主義人民…

）は西暦（

西暦（

）年、警察力を補充す…

）～53 年の（

自由民主党は、西暦（

）の際、米軍…

）は岩手県（

）が…

）町の中尊寺…

（

）は、奈良時代の（

）の歌で、『…

（

）は、平安時代中期からおこった名称で…

）年、自由党と日本…

平安時代の有力氏族が、大学に学ぶ一族子弟のた…

日本社会党は、1945 年、旧無産政党が結集し…

法隆寺金堂釈迦三尊像は、奈良県斑鳩町にある法…

（

）は、外務次官・駐英大使などを歴任し…

鑑真の肖像彫刻は、鑑真没後まもなくつくられた…

（

）は、第３次吉田内閣の（

２６．中世の仏教

）大臣…

第二次世界大戦後、日本の統治から独立した韓国…

浄土教は、（

日ソ共同宣言は、西暦（

）年 10 月、当時…

（

日中共同声明は、西暦（

）年９月、日本と…

浄土真宗は、鎌倉初期に親鸞が開いた新仏教宗派…

1949 年、米国のカール＝（

）教授を団…

）仏にすがり、死後極楽浄土…

）は、浄土宗の開祖である。美作に生ま…

親鸞は浄土真宗の開祖で、慈円のもとで得度、法…

1954 年 12 月～1957 年 6 月の好景気を（…

曹洞宗は、禅宗の一派で、1227 年、宋より帰…

1987 年の通常国会で、（

（

）は、比叡山で天台を学び、建仁寺で禅…

1986 年 12 月～1991 年 2 月の好景気を①…

（

）宗は、禅宗の一つで、鎌倉初期に（…

2008 年 9 月 自由民主党の（

法華宗は、鎌倉仏教の一つで、1253 年に（…

）首相は、大…

）内閣が…

２４．古代の仏教
釈迦入滅後、仏教はしだいに衰え、（

日蓮宗の開祖である日蓮は、（
（

）は、鎌倉中期の僧で（

天台宗は、唐で学んだ最澄によって 805 年に（…

（

）説は、浄土真宗を開いた親鸞が説いた…

空海が入唐して学び、806 年に日本に伝えた仏…

『選択本願念仏集』は、（

）の依頼によっ…

空海（

）大師）は、804 年に留学僧とし…

『正法眼蔵随聞記』は、（

）の法語を弟子…

最澄（

）大師）は、804 年遣唐使ととも…

『（

唐の僧（

）・…

）の生まれ…

）は、揚州の大明寺で律を講じて…

）』は、鎌倉初期、（

）の開祖…

）の著し…

五山十刹の制は、南宋の官寺を参考にした（…
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２９．近世の学問・思想・教育

京都五山は、南宋の官寺制にならった臨済宗寺院…
鎌倉五山は、南宋の制度にならったもので、北条…

『（

蓮如は、浄土真宗（一向宗）の中興の祖といわれ…

（

（

）は、（

シーボルト事件とは、1828 年、シーボルトの…

（

）は、1246 年に宋より来日し、（…

『西洋（

（

）は高弁ともいい、1206 年に栂尾の…

『（

）宗の僧で、標準的な宗…

２７．中世の文化
『（

）』は、（

（

）が 1220 年に完…

）』は、（

）の著した歴史書で…

）は、オランダ商館医（

）が（…

）』は、新井白石の著作である。…

）』は、1774 年に刊行された日本…
）は、（

『（

）・前野良沢に蘭学を学…

）』は、渡辺崋山の著である。異国船…

（

）は、鎌倉中期、鎌倉北条氏の一族であ…

（

）は、江戸幕府の碁方（

（

）は、鎌倉初期の創設といわれるが、1…

（

）は、（

金閣は、京都（

）寺内の３層の建物で、1…

銀閣は、1489 年、将軍足利（
（

）がつく…

）は、（

）に開いた…

藩学は、藩校ともいい、江戸時代、諸藩が設置し…

）は、平安後期から鎌倉初期に流行した…

鎌倉初期の仏師である（

）が（

）の子で…

）…

（

）は、町人階級の子弟教育への関心が高…

（

）は、古学派の儒者（

（

）は、江戸前期の陽明学者で、1645…

）が（…

（

）は、室町期の代表的画僧で、相国寺の…

（

）は、（

）が江戸幕府に願い出て…

（

）は、中国の唐代に始まり宋代に盛行し…

（

）は、（

）門下の儒学者で古文辞…

連歌は、和歌の上の句と下の句を、複数の人が次…

国学は、17 世紀後半、（

）らの実証的・…

新古今和歌集は、（

（

）によって創…

（

）の命による勅撰和歌…

）は、江戸時代、（

３０．明治の文化

）は、南北朝時代に成立の歴史物語で、…

２８．近世の文化

（

）主義は、（

）主義に対し、空想…

（

）は、江戸前期の浮世草子の作者。はじ…

（

）主義は、18 世紀ヨーロッパにおきた…

（

）は、江戸期の絵師で天和～元禄期に活…

（

）主義は、19 世紀後半、フランスにお…

人形浄瑠璃は傀儡子と浄瑠璃が結びついて成立し…

（

）保存主義は、国家や国民の優秀性を強…

（

）は、1609 年に大徳寺の住持となっ…

1903 年、万朝報を退社した（

（

）は、江戸後期の戯作者で、はじめ黄表…

（

）は、1885 年に尾崎紅葉・（…

学者・文人など専門画家でない者が描いた絵画を…

（

）は、1887 年、（

（

西暦（

）は、明・清の文人画や柳沢淇園・祇園…

摂津出身の（

）は、江戸中期の俳人・文人…

）・堺利…

）が創立し…

）年発布の教育に関する勅語（教育…

福沢諭吉は、幕末に蘭学・英学を学び、江戸幕府…

（

）は、（

）派を学び、元の写実画…

中江兆民は、フランス留学後、西園寺公望と『（…

（

）本とは、江戸後期、庶民の日常生活や…

坪内逍遙は、1885 年『小説神髄』を著して（…

（

）本は、江戸中期から後期にかけての、…

学制は、近代的学校制度の基本として、西暦（…

（

）本は、洒落本から派生し、おもに市井…

西暦（

）年、学校教育制度の大綱を示した…

（

）は、（

西暦（

）年、時の文部大臣（

（

）は、江戸後期の戯作者で、江戸の下級…

『（

（

）は江戸後期の俳人で、（

（

）世紀なかばの寛延年間…

）国の…
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）』は、1892 年、（

）によ…

）が創…

）は、1885 年、山田美妙らと（…

（

）は、明治から昭和初期にかけての代表…

夫れ天下之富を有（たも）つ者は朕也。天下之勢…

（

）は、1873 年に（

夫れ（ ）の教行は、濁世末代の目足なり。道…

）を創設し…

３３．中世の史料

1882 年以降、国家に公認された神道の宗教団…

３１．大正～昭和前期の社会・文化

一、諸国（Ａ）人奉行の事。

（

）は、大正期、政治学者（

（

）は、旧憲法下の憲法学説で、法人とし…

一、質券売買地の事。

（

）は、労働者階級の立場から、その生活…

古の興廃を改て、今の例は昔の新儀なり、朕か新…

『（

）が唱…

さてこの式目をつくられ候事は……あまねく人に…

）』は、1907 年、小山内薫により…

1924 年に『（
西暦（

応永八年（Ａ）准三后某、大（Ｂ）皇帝陛下に書…

）』を創刊した（…

喧嘩の事、是非におよばず（ ）を加ふべし。…

）年公布の衆議院議員選挙法では、…

ヲンサイモクノコト、アルイワチトウノキヤウシ…

（

）は、大正～昭和初期の労働運動の指導…

此比都ニハヤル物。夜討、強盗、謀（にせ）綸旨…

（

）は、（

一天下の（Ａ）蜂起す。（Ｂ）と号し、……凡そ…

（

）は、1916 年に、新聞連載された経…

今日、（Ａ）（Ｂ）集会す。上は六十歳、下は十…

（

）は、秋田出身で、北海道で銀行員とな…

文明六年十一月朔日、（Ａ）国の（Ｂ）宗土民、…

（

）は、大正～昭和期の歴史学者。岐阜出…

汝やしる都は野辺の夕雲雀 あがるを見ても落…

）らを中心として西暦（…

３２．古代の史料

日本全国当（ ）の町より安全なる所なく、他…

夫れ（Ａ）海中に倭人有り、分れて（Ｂ）余国を…

大日本者神国也。天祖（あまつみおや）ハジメテ…

建武中元二年、倭の（Ａ）国、貢を奉じて朝賀す…

示云ク、（ ）也、或ハ閣上、或ハ楼下ニシテ…

「……今汝を以て（Ａ）倭王と為し、金印紫綬を…

（Ａ）なをもちて往生をとぐ、いはんや（Ｂ）を…

百残・新羅は旧これ属民にして、由来朝貢す。し…

若し先ず国土を安んじて現当を祈らんと欲せば、…

３４．近世の史料

昔より祖禰（そでい）躬（みずか）ら甲冑をつら…
大業三年、其の王（Ａ）、使を遣わして朝貢す。…

一、当所中楽市として仰せ付けらるるの上は、諸…

一に曰く、（Ａ）をもって貴しとなし忤（さか）…

百姓以下ニ至るまて、相届カ不ルニ付てハ、一郷…

其の一に曰く、昔在（むかし）の天皇等の立つる…

身上能き百姓は田畑を買取り、弥（いよいよ）宜…

其の新たに溝池を造り、開墾を営む者あらば、多…

……借金銀・買懸り等の儀は、人々（ ）の上…

今より以後任（まま）に（Ａ）と為し（Ｂ）を論…

御代々御沙汰これ無き事に候へ共、万石以上の面…

世（よの）間（なか）を憂しと耻（やさ）しと思…

一、旧来之借金は勿論、（Ａ）ケ年以前辰年まて…

裁断せられむことを請ふ、当国の守（かみ）藤原…

其方共儀、是迄年々金壱万弐百両冥加上納致来候…

太閤、下官を招き呼びて云く、和歌を読まむと欲…

一、諸国（ ）、刀、脇指、弓、やり、てつは…

右、臣某（それがし）、謹しみて……記録を案ず…

一、大名小名、在江戸交替相定むる所なり。毎歳…

されば入道相国のこじうと、平大納言（ ）卿…

今ノ世ノ諸侯ハ大モ小モ皆首ヲタレテ町人ニ無心…

（Ａ）ノ記録所トテハジメテヲカレタリケルハ、…

真の仁は耕織する衆人にあり、耕さず、織らずし…

志癸嶋（しきしま）の天皇の御世の戊午（つちの…

然処、近来世上種々新規之説をなし、（ ）流…

（Ａ）天皇十三年冬十月。（Ｂ）の聖明王……釈…

細かに思えば、江戸の日本橋より唐・阿蘭陀まで…

宜しく天下の諸国をして各敬（つつし）みて七重…

一、日本ハ神国たる処、きりしたん国より邪法を…
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一、異国江日本の船遣ス之儀、堅ク停止之事。
自今以後かれうた渡海の儀、これを停止せられお…
一、（Ａ）人商売之法、凡そ一年之船数二艘、凡…
異国船乗寄候を見受候ハゝ、……不及有無、一図…
異国船渡来の節二念無く打払ひ申すべき旨、文政…
近来英吉利国王より支那国帝に対し、兵を出して…

３５．近現代の史料
第二ヶ条 一、伊豆（Ａ）・松前地（Ｂ）の両…
第六条 日本人に対し、法を犯せる亜墨利加人…
第一条 清国ハ（ ）国ノ完全無欠ナル独立…
第二条 露西亜帝国政府ハ日本国カ韓国ニ於テ…
第二号甲案 日本国政府及支那国政府ハ支那国…
八、「（ ）」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又…
第一条 日本国と各連合国との間の戦争状態は…
第一条 （ ）及びこの条約の効力発生と同…
徳川内府従前御委任ノ大政返上、将軍職辞退ノ両…
……西人之ヲ称シテ（ ）ト云フ其生血ヲ以テ…
……邑ニ不学ノ戸ナク家ニ不学ノ人ナカラシメン…
臣等伏シテ方今政権ノ帰スル所ヲ察スルニ、上帝…
第四条 皇居又ハ行在所ヲ距ル三里以内ノ地ニ…
政府ハ常ニ一定ノ政策ヲ取リ、超然（ ）ノ外…
第一条 大日本帝国ハ（ ）ノ天皇之ヲ統治…
……彼等ハ常ニ口ヲ開ケバ直ニ忠愛ヲ唱ヘ、恰モ…
第一条 （Ａ）ヲ変革シ又ハ（Ｂ）制度ヲ否認…
……仍テ帝国政府ハ爾後国民政府ヲ対手トセズ帝…
若し各種労働に就き、その職工の境遇にして憐む…
如何にして貧富の懸隔を打破すべきかは実に二十…
元始、女性は実に太陽であった。真正の人であっ…
……「国家の主権の活動の基本的の目標は政治上…
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