日本史（共通テスト対応）（2021 年 11 月 19 日改訂）
日本史Ｂに対応しています。
※日本史Ａを選択している方は、近現代史を中心に学習してください。
この教材で出題される問題は、全て選択方式です。過去にセンター試験（本試験・追試験）に，
実際に出題された問題を中心に，今後共通テストで出題されそうな重要問題を加え，単元別に
収録してあります。共通テスト対策としてご利用ください。
※「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。
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下線部ａに関して，更新世の化石人骨の出土地と…
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文に関連して，更新世の文化の特徴について述…
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縄文時代に関連して述べた文として誤っている…
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史料は，負担に苦しむ農民の浮浪・逃亡に関す…

図版ａ～ｄは，弥生時代の遺跡から発掘された…

平城の地に都が遷された時期には，農民には租…

文中の（ア）の国名と（イ）に該当する後漢の…

律令国家の人民支配に関して述べた文として誤…

下線部ａの女王卑弥呼に関連して述べた文とし…

史料は，負担に苦しむ農民の浮浪・逃亡に関す…

下線部ａの時期の出来事について述べた文とし…

奈良時代の郡司に関連して述べた文として正し…

下線部に関連して述べた文として正しいものを…

平城京の東西二つの市について説明した文とし…

４～５世紀に渡来人によってもたらされた技術…

史料にみえる郡司の妻について述べた文として…

５世紀から６世紀の時期における倭国について…

下線部の奴婢について述べた文として誤ってい…

下線部の事例に関連して述べた文として正しい…

次のア～ウの史料が示す事件と地図上の記号と…

下線部の時代のできごとについて述べた文とし…

下線部の人口増加に関連して述べた文として最…

８世紀ころまでの日本列島の各地では，居住者…

下線部の倉庫は，地方に置かれた，国司が管理…

２．律令国家の形成
文中の（ ）に入れる語句として正しいものを…

文中の（ ）に入れる道名として正しいものを…

３．飛鳥～弘仁・貞観文化

下線部の都の時代に起こった事項として正しい…

平城京の文化の国際性について述べた文として…
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『古事記』について述べた文として正しいもの…

下線部の港湾に関して，その修築者名と所在地…

仏教の国家仏教的性格を表す文として適当でな…

文中の（ ）に入れる作品集として正しいもの…

『万葉集』について述べた文として誤っている…

史料文に関連して述べた文として正しいものを…

下線部ｄにあたる作品と下線部ｅにあたる作品…

５．武家政権の成立（鎌倉時代）

ａ～ｃの絵は，７・８世紀の代表的な作品の一…

後白河上皇（法皇）が院政を行っていた時期に…

奈良時代の仏教に関連して述べた文として，誤…

文中の（ア）の人物が行った施策について述べ…

752 年の大仏開眼供養会の後まもなく来日…

鎌倉幕府の将軍であった源頼朝の血筋が断絶し…

次の①～④のうちから，正倉院宝庫に収められ…

承久の乱後に幕府がとった政策として適当なも…

古代において，日本と関係を取り結んだ国々か…

史料はある法の制定の趣旨を述べたものである…

下線部ａのような規定の背景には，当時ある僧…

鎌倉の農民について述べた文として正しいもの…

次の歌謡には平安時代に活動した著名な僧侶が…

鎌倉時代，武士の多くは地頭や荘官となったが…

次の歌謡には，平安時代に活動した著名な僧侶…

文中の（ａ）（ｂ）に入れる語句の組合せとし…

次の文から正しいものを一つ選べ。＜追試＞

12 世紀末ごろから，表のように，土地売買の…

次のＡ群は文の中の（ア）に入る語句であり，…

12 世紀後半以降から各地に銭貨を利用する定…

４．貴族社会と国風文化

文中の（ ）に入れて文章を完成させるのに適…

９世紀には，それまでに律令を修正・補足して…

鎌倉時代の惣領制について述べた文として正し…

平安・鎌倉時代，延暦寺で学んだ三人の僧侶に…

文章は，ある法令の内容を現代語に直したもの…

文中の（ａ）～（ｃ）に入る語句の組合せとし…

文章は，ある法令の内容を現代語に直したもの…

藤原兼家・道長の生きた 10～11 世紀のこと…

文章は，ある法令の内容を現代語に直したもの…

「此世をば 我世とぞ思ふ 望月の かけたる…

文ア～エは, 平安時代末から鎌倉時代にかけ…

10 世紀の前後に成立した国風文化について述…

「此比（このごろ）都ニハヤル物」で始まる有…

平安時代になると，漢字から「ひらがな」や「…

下線部の蘭渓道隆が活躍したころの政治の状況…

文の空欄に入る寺院名をＡ群から，藤原道長の…

６．中世社会（室町・戦国時代）

国風文化について述べた文として誤っているも…

南北朝時代に室町幕府が発布した半済令につい…

文中の（ ）に入れる語句として正しいものを…

下線部ａの事実を可能にした状況や背景につい…

承平・天慶の乱から，（ア）が太政大臣になる…

下線部のような政治を行った理由を説明した文…

摂関家など京都に住む領主のもとに越後国から…

14・15 世紀の日本列島諸地域の人々の動向…

10 世紀半ば以降，受領などの横暴がはなはだ…

（ア）に入れる人物として正しいものを，次の…

平安時代の国司に関する説明として適当でない…

1438 年に起こった永享の乱について述べた…

平安時代後期以降の年貢・公事について述べた…

1438 年の永享の乱以後の東国の政治につい…

荘園整理令について述べた文として正しいもの…

「正長元年よりさきは，神戸（かんべ）四か郷…

11 世紀後半，後三条天皇はきびしい荘園整理…

勘合貿易に関連して述べた文として誤っている…

武士が台頭してくる時期の，武士（武家）の棟…

史料は，勘合貿易が始まる以前の貿易船の派遣…

次の史料は院政時代の著名な悪僧（僧兵）の活…

室町・戦国時代に朝鮮との間で行われた貿易に…

院政期の政治動向について述べた文として誤っ…

次の文ア～エに述べられた「この地」と，地図…
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応仁・文明の乱以前の事柄を説明した文として…

豊臣秀吉の対外政策について述べた文として誤…

応仁・文明の乱を境にして社会の各面にさまざ…

下線部について述べた文として正しいものを一…

中世後期の武士と権力について述べた文として…

江戸幕府の大老・老中・若年寄について述べた…

下線部の「ある寺」のような伝統的な寺社が，…

表と文を参照し，この藩の財政に関する記述と…

中世後期の京都について述べた文として正しい…

次の文を読んで，近世の身分制度に関連して述…

応仁・文明の乱以後の戦乱の中から，各地に実…

1642～43 年（寛永 19～20 年）には全…

応仁・文明の乱以後の戦乱の中から，各地に実…

次の文は，加賀藩が領内のある村に本年貢など…

次の史料のこの寺が，この時期に大きな勢力を…

次の文は，加賀藩が領内のある村に本年貢など…

中世後期から近世初期の堺について述べた文と…

江戸時代の村に関連して述べた文として誤って…

７．中世の文化（鎌倉・室町の文化）

９．幕藩体制の確立

下の絵は，鎌倉時代の代表的な建築物を示して…

近世の都市に関する説明文として誤っているも…

下線部に関連して述べた文として正しいものを…

元禄時代の都市の商業に関連して述べた文とし…

下線部に関連して述べた文として正しいものを…

図は，江戸のある町人住宅地の住居配置図であ…

次の史料は，「此比（このごろ）都ニハヤル物…

江戸時代の陸上交通について述べた文として正…

次の文の下線部の五山に関して述べた文として…

文章中の（ア）～（ウ）に入る適当な国名・地…

次の文の下線部に関連して述べた文として正し…

江戸時代は，鎖国によって国内海運が発達し，…

応仁・文明の乱中から乱後にかけて開花した文…

史料に記された事件について述べた文として正…

下線部の宗について述べた文として正しいも…

史料に記された事件の後に幕府がとった対外政…

下線部の西行と同じころに活躍した人物の名前…

島原・天草一揆以降のオランダと日本との関係…

下線部の施設について，その再興者の地位と施…

新井白石が次の史料で述べている，朝鮮使節の…

南北朝・室町時代において，都の能者を代表す…

新井白石の対外政策について述べた文として正…

室町時代から戦国時代にかけて庶民に好まれた…

正徳小判は新井白石が改鋳させた貨幣であるが…

中世の芸能に関して，次の文から誤っているも…

札差の本来の業務について述べた文として適当…

北山文化について述べた文として正しいものを…

下線部の近世の商品流通について述べた文とし…

戦国時代には，都の貴族などに強い印象を与え…

17 世紀半ばには，各藩でも諸制度が整備され…

戦国時代の地方文化について述べた文として，…

幕府と藩の貨幣制度に関連して述べた文として…

戦国時代の地方文芸の興隆を示す文として適当…

表を参考にして，江戸幕府の貨幣の鋳造に関連…

８．織豊政権の成立～江戸前期

１０．幕藩体制の動揺と崩壊

下線部の「ある寺」について述べた文として正…

文中の（ア）の政策として誤っているものを，…

史料の焼き打ち事件を起こした人物として適当…

史料ア～ウは，文芸による政治批判の例である…

図ａ～ｃの城下町の建設年代について，古い順…

次のア～ウの幕政改革と，その政策について述…

次の図のａは，自治都市の堺を屈服させた人物…

文中（イ）の政策として誤っているものを，次…

近世の成立とともに戦乱の世は終息の方向に向…

松平定信が幕政の改革を開始する直前に起こっ…

下線部の太閤検地に関連して述べた文として誤…

史料は，18 世紀末に書き記された世評・風聞…

文の（ア）（イ）に入る語句の組合せとして正…

下線部の武士層の困窮に関連して述べた文とし…
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史料を説明した文として誤っているものを，あ…

水戸藩の藩政改革を実施した徳川斉昭は，水戸…

下線部に関連して述べた文として正しいものを…

本草学の発展を示した次の年表の（ア）・（イ…

近世の蝦夷地（北海道）におけるアイヌと和人…

18 世紀にはいると，新しい学問・思想が生ま…

近世，民間にあって農村復興を指導した人物と…

次の文の下線部の動向について述べた文として…

１２．明治時代①

18 世紀後半になると，諸藩では財政難が一段…
18 世紀半ばころから幕末にかけて各藩で行わ…

史料は，五榜（ごぼう）の掲示と呼ばれる５枚…

下線部に関して，幕府の天保の改革期の政策お…

明治政府は，1868 年（明治元年）ある法令…

史料は，1830 年代の桐生地方の絹織物業の…

1871 年（明治４年），台湾に漂着した琉球…

次の文は，ある博物館に展示されている織機に…

表は 1871 年（明治４年）～1879 年（明…

下線部のような危機感に基づいて，18 世紀末…

史料ａ～ｃは，それぞれ明治期前半に結ばれた…

下線部の高野長英は『戊戌夢物語』を著してい…

史料は，明治期前半の国際関係に関するもので…

近世の対外関係について述べた文として正しい…

北海道の開拓に関連して述べた文として誤って…

史料と同様な趣旨で行われた幕府の政策につい…

地主・小作関係の進展をもたらした政府の政策…

史料の意見書が提出された時期，幕府は幕政の…

下の絵は，1873 年（明治６年）の征韓論争…

次の表は，19 世紀の欧米列強の日本への働き…

1873 年(明治６年)の征韓論争を中心とす…

下総・佐倉藩出身の（ア）は，1855 年（安…

下線部の明治七年の出来事について述べた文と…

1858 年（安政５年）４月から 1860 年（…

下線部の「明治十七年は韓国との難問題」につ…

史料は，幕末のある事件を説明したものである…

桂太郎が日露戦争ののちに２度目の首相として…

１１．近世の社会と文化

お雇い外国人ベルツについて述べた文として正…

織豊政権の時期の城下町と城郭に関連して述べ…

右のグラフに関連して述べた文として正しいも…

近世の民衆の宗教的行事や娯楽などに関連して…

グラフの米価の動きは，物価の動きにほぼ対応…

下線部について述べた文として，正しいものを…

次の史料は，反政府運動の高まりに対抗するた…

新井白石は，六代将軍徳川家宣の儒学の師とし…

社会主義の立場から日露戦争に反対する論説を…

下線部に関連して述べた文として正しいものを…

わが国最初の総選挙について述べた文として正…

【Ｆ９】を押して出したａ～ｃの絵画それぞれ…

中江兆民に関連して述べた文として誤っている…

元禄時代の町人文化に関連して述べた文として…

次のア～ウの事件は第一議会の前後に起こった…

元禄時代には学問の分野でも新しい機運が生ま…

明治・大正期の教育について述べた文として正…

江戸幕府は身分制度を擁護するものとして朱子…

近代の家制度について述べた文として誤ってい…

１３．明治時代②

寛政の改革前には，社会風刺や滑稽さを織りま…
近世の身分原則に関連して述べた文として正し…

文の（ア）に入れるべき人物について述べた文…

西国を遍歴して各地の俳人とも交流したある人…

文中の下線部利益線にあたる地域名として適当…

近世後期の文化に関連して述べた文として正し…

日本が清国と結んだ講和条約の内容として，誤…

江戸時代の地方文化の発展について述べた文と…

文中の（ ）に入れる事項として正しいものを…

近世の人々の移動は，文化や技術の交流を促進…

下線部ａについて説明した文として誤っている…

次の文の下線部に関連して，この時期の洋学研…

下の絵は，ジョルジュ・ビゴーが 1899 年（…
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1905 年９月に東京の日比谷公園で開かれた…

下線部について説明した文として正しいものを…

日露戦争後の日米関係の緊張に関連して述べた…

下線部について述べた文として誤っているもの…

日清・日露両戦争間の時期の歴史的事実として…

下線部に関連して述べた文として誤っているも…

史料は，1876 年（明治９年）まで日本に滞…

資料の絵は『東京パック』1936 年（昭和 1…

文章中の（ａ）の人名および（ｂ）の文芸思潮…

1930 年代後半の日本経済の特徴として正し…

日本人の独自技術による新しい紡績機械である…

1936 年（昭和 11 年）３月に成立した広田…

1883 年（明治 16 年）に開業した大阪紡績…

下線部に関連して述べた文として誤っているも…

次の文中の（ア）～（ウ）に入る語句の組合せ…

第二次世界大戦について，子供たちをふくめ日…

1880 年代に政府は，在来産業の高い生産性…

次の史料とその説明を読んで，下線部について…

次の文中の（エ）～（カ）に入る語の組合せと…

日中戦争から太平洋戦争にかけての時期の日本…

日露戦争後の大都市が抱えていた貧困問題にか…

1930 年代から 1941 年の日米開戦にいた…

文中の（ウ）に入れるのに適当な鉱山名，およ…

太平洋戦争に関連して説明した次の文章ア～エ…

下線部ａに述べられた期待は工場法が制定され…

沖縄戦について述べた文として誤っているもの…

横山源之助の『日本之下層社会』は日清戦争後…

第二次世界大戦時の日本の軍事支配の拡大や，…

１４．大正～昭和前期①

１６．戦後の社会

次の史料は，第一次世界大戦中の輸出超過期に…

下線部ｆに関連して述べた文として正しいもの…

次の史料は，第一次世界大戦中の輸出超過期に…

第二次世界大戦に敗れて以後の教育・思想・文…

下線部の内閣について述べた文として，誤って…

日本占領後，連合国軍最高司令官総司令部（Ｇ…

下線部について述べた文として正しいものを一…

第二次世界大戦後の経済や社会について説明し…

図は，法令の公布を一つの目的として発行され…

下線部に関連して述べた文として誤っているも…

第一次世界大戦前後の文化状況・社会状況につ…

下線部にかかわる事実を説明する文として最も…

第一次世界大戦下に日本経済はにわかに好況を…

下のテレビ番組表と番組解説を見て，このテレ…

第一次世界大戦下に日本経済はにわかに好況を…

1952 年（昭和 27 年）に皇居前広場で開催…

第一次世界大戦後から満州事変のころまでの都…

第二次世界大戦の交戦国との講和と植民地支配…

世界大恐慌からの回復過程において，日本の輸…

日本の実質経済成長率の推移に関する次のグラ…

この著書が刊行された前後の時期の，農村の窮…

次のグラフは日本の実質経済成長率の推移を示…

下線部の背景について述べた文として正しいも…

次の日本経済に関する説明文ａ～ｃは，日本の…

史料に示された経済不況が始まった後で，日本…

1960 年代について述べた文として，誤って…

史料のルポルタージュが書かれた前後の時期の…

高度成長期の国民生活の変化について述べた文…

ア～ウの漫画について説明した文として正しい…

ア～エの文は，1955 年（昭和 30 年）下期…

グラフは，明治期後半以後の国家財政における…

第二次世界大戦後の日中関係について述べた史…

１５．大正～昭和前期②

第二次世界大戦後の核問題について述べた史料…

下線部の米内光政内閣に関連して述べた文とし…

史料は，第二次世界大戦後の政治的事件や社会…

この史料の時期に盛んに使われた標語として最…

短歌ａと短歌ｂの間の時期の外交問題について…

グラフは明治期後半以後の国家財政における軍…
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１７．総合問題①

下線部に関連して述べた文として正しいものを…

古代における自然利用の形について説明した次…

次の文から誤っているものを一つ選べ。＜本試…

原始・古代の自然と社会生活について述べた文…

律令格式について述べた文として正しいものを…

下線部に関連する出来事について述べた次の文…

ア～ウは，時代の特色をよくあらわしている歌…

史料は，実在の武士を生き生きと描いた軍記物…

「青丹(あおに)よし 寧楽(なら)の京都(…

下の表は，近代の各時期の子供の状態や義務教…

平安時代後期から戦国時代にかけての運送業者…

Ａ群は，10～17 世紀の東アジア国際社会の…

文のア～ウに述べられた「この地」と，地図の…

【Ｆ９】を押して出したａ～ｃの絵は，それぞ…

下線部ａの決済手段とｂの金融業者の組合せと…

下線部の新様式を説明した文として適当なもの…

古代から近代までの各時代の基本法について述…

近代の新聞・雑誌に関して述べた文として誤っ…

古代から近代までの各時代の立法または裁判の…

日本では，体系的な教義をもつ宗教は外国から…

刑法や刑法に相当する法に関して，次の文から…

宗教はそれぞれの時代の文化や教育に大きな影…

第二次世界大戦後の日本本土の占領方式と沖縄…

宗教に対して，国家や政治的支配者は，保護を…

次のア～ウの説明文は，古代の対外交渉にかか…

宗教に対して，国家や政治的支配者は，保護を…

京都市中の警備に直接関係した朝廷や幕府の機…

次の～の文から正しいものを二つ選び，そ…

荘園における荘民の負担として適当でないもの…

次の文から誤っているものを一つ選べ。＜本試…

下線部ａの荘園や国衙（こくが）領の境界をめ…

戦闘方法や武器の発達について，次の文から正…

次のア～エは，近代の四つの都市についてのそ…

古代・中世の死や病に関する史料ア・イに関連…
近世から現代までの死や病に関する史料ア・イ…
歴史上の災害や疫病について，次の文から正し…
歴史上の女性に関連して述べた文として正しい…
次の文の下線部に関連して述べた文として正し…
次の文の下線部に関連して述べた文として誤っ…
次の文の下線部に関連して述べた文として正し…
史料ａ・ｂに関して述べた文として誤っている…
日本の文字の発展に関連して述べた文として正…
文字の普及に関する文として正しいものを一つ…

１８．総合問題②
近世・近代の情報伝達手段に関して述べた文と…
交通手段の発達に関連して述べた文として，誤…
海外との交流に関して，次の文から正しいもの…
次の文の下線部①～④から，誤りを含むものを…
蝦夷地に関連して述べた文として誤っているも…
文の空欄（ａ）（ｂ）に入る語句の組合せとし…
琉球王国と日本との関係に関連して述べた文と…
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