歴史一問一答（解答）
(１) 石を打ち欠いてつくった、するどい刃をもつ道具を何というか。打製石器
(2)(1)の石器を使い、狩りや採集を行っていた時代を何というか。旧石器時代
(３) 氷河時代が終わったのは、今から何年前か。1 万年前
(４) 表面をみがいた石器を何というか。磨製石器
(５) 土器や(４)の石器を使うようになった時代を何というか。新石器時代
(６) 紀元前６世紀頃、中国の孔子が説いた教えを何というか。儒教
(７) 紀元前３世紀、中国を統一する大帝国を築いた人は誰か。始皇帝
(８) (７)の王朝を何というか。秦
(9) (8)の王朝の後に、栄えた中国の王朝を何というか。漢
(10) 紀元前 5 世紀、シャカが説いた教えは何か。仏教
(11) 通称「絹の道」を英語で何ロードというか。シルクロード
(12) 表面に縄目のような文様がついた土器を何というか。縄文土器
(13) 海岸や水辺につくった、食べ物の残りカスなどを捨てた場所を何というか。貝塚
(14) 紀元前４世紀、大陸から日本に渡来した人々によって伝えられたものは何か。稲作
(15) 青銅器や鉄器などを総称して何というか。金属器
(16) (1４)や(1５)が伝わった頃にできた、新しい上質の土器を何というか。弥生土器
(17) 邪馬台国の女王は誰か。卑弥呼
(18) ３世紀後半、奈良盆地を中心とする地域に現れた強力な勢力を何というか。大和政権
(19) 前方後円墳をはじめとする大きな墓を何というか。古墳
(20) 大和政権の王は、東北地方から九州にいたる各地の豪族を従えて、何と呼ばれるようになったか。
大王
(21) 朝鮮半島から日本に、一族でまとまって移り住んできた人々を何というか。渡来人
(22) 6 世紀末、中国に栄えた強大な帝国を何というか。隋
(23) ７世紀はじめ、(22)にかわって中国を統一した国を何というか。唐
(24) 女帝、推古天皇の摂政を務めた人物は誰か。聖徳太子
(25) (24)の人物は、仏教や儒学の考え方を取り入れた決まりを定めたが、これを何というか。
十七条の憲法
(26) 645 年、蘇我氏の独裁政治に対して、中大兄皇子や中臣鎌足らがおこしたクーデターは何か。
大化の改新
(27) 天智天皇の没後におこった、あとつぎをめぐる戦いを何というか。壬申の乱
(28) 701 年、唐の法律にならってつくられたもの。大宝律令
(29) 律令にもとづいて政治を行う国家を何というか。律令国家
(30) 710 年、唐の都長安にならって、奈良につくられた都を何というか。平城京
(31) ６歳以上のすべての人々に口分田が与えられ、その人が死ぬと国に返させた制度を何というか。
班田収授法

(32) 743 年、新しく開墾した土地であれば、いつまでも自分の土地としてよいこととした法律は何か。
墾田永年私財法
(33) 聖徳太子や蘇我氏が活躍した頃の文化を何というか。飛鳥文化
(34) 現存する世界最古の木造建築で、聖徳太子が建てたとされる寺を何というか。法隆寺
(35) 唐の制度や文化を取り入れることを目的として中国に送られた使節を何というか。
遣唐使
(36) 聖武天皇の天平年間に栄えた文化を何というか。天平文化
(37) 奈良にある大仏で有名な寺を何というか。東大寺
(38) 奈良時代につくられた歴史書といえば、「古事記」ともう一つは何か。日本書紀
(39) 奈良時代末にまとめられた、歌集は何か。万葉集
(40) 794 年、今の京都につくられた都を何というか。平安京
(41) 平安時代、他の貴族をたくみに退けて実権を握っていったのは何氏か。藤原氏
(42) (41)が、天皇が幼い時には摂政、成長すると関白という役職について行った政治を何というか。
摂関政治
(43) (41)は、朝廷の高い位を独占し、国司から贈り物を贈られ、多くの何を持つようになったか。
荘園
(44) 最澄が開いた仏教の宗派は何宗か。天台宗
(45) 空海が開いた仏教の宗派は何宗か。真言宗
(46) 唐のあとに、中国を統一した王朝を何というか。宋
(47) 平安時代に生まれた、日本人の感情に合った文化を何というか。国風文化
(48) 漢字を変形して、日本語の発音にあわせるように工夫した文字を何というか。かな文字
(49) 紀貫之が編集した和歌集を何というか。古今和歌集
(50) 紫式部が著した書物を何というか。源氏物語
(51) 清少納言が著した随筆を何というか。枕草子
(52) 念仏を唱えて阿弥陀仏にすがり、死後に極楽浄土に生まれ変わることを願う思想を何というか。
浄土信仰
(53) 成長した武士団のなかで力をもったのは、天皇の子孫とされる平氏と何氏か。源氏
(54) 白河天皇が天皇の位をゆずって、院で行った政治を何というか。院政
(55) 1167 年、武士として初めて太政大臣になったのは誰か。平清盛
(56) 1192 年、鎌倉に幕府を開いたのは誰か。源頼朝
(57) (56)の人物が国ごとに置いた役職は何か。守護
(58) (56)の人物が荘園や公領ごとに置いた役職は何か。地頭
(59) 北条氏がついた、将軍を補佐する役職は何か。執権
(60) 1221 年におきた、朝廷軍対幕府軍の戦いを何というか。承久の乱
(61) (60)の戦いで、朝廷の勢力の回復をねらった上皇は誰か。後鳥羽上皇
(62) (60)の戦いで、尼将軍として御家人の士気を高めたのは誰か。北条政子
(63) 1232 年、執権北条泰時が、御家人に裁判の基準を示すためにつくったものは何か。
御成敗式目
(64) 法然が開いた仏教の宗派は何か。浄土宗

(65) 法然の弟子、親鸞が開いた仏教の宗派は何か。浄土真宗
(66) 「南無妙法蓮華経」を唱えれば、人も国家も救われると説いた人は誰か。日蓮
(67) 栄西や道元によって伝えられた、座禅によって自分の力で悟りを開こうとする教えを何というか。
禅宗
(68) 彫刻家、運慶の代表作品は何か。金剛力士像
(69) 鎌倉時代に琵琶法師によって語られた、武士の活躍を描いた軍記物は何か。平家物語
(70) チンギス･ハンとその子孫が築いた、ユーラシア大陸の東西にまたがる大帝国を何というか。
モンゴル帝国
(71) (70)の５代皇帝は誰か。フビライ・ハン
(72) (71)は、都を大都(北京)に移し、国号を何と改めたか。元
(73) 1274 年と 1281 年の２度にわたる(72)の襲来を何というか。元寇
(74) (73)の時の鎌倉幕府の執権は誰か。北条時宗
(75) 元寇のあと、苦しくなった御家人の生活を救うために幕府がだした借金帳消し令を何というか。
徳政令
(76) 朝廷に実権を戻そうと鎌倉幕府を倒そうと計画を立てた人物は誰か。後醍醐天皇
(77) 1333 年に鎌倉幕府が滅亡したあと、(76)の人物が行った政治を何というか。建武の新政
(78) 室町幕府を開いた人物は誰か。足利尊氏
(79) 後醍醐天皇の南朝と京都の北朝にわかれて実権が争われた時代を何というか。南北朝時代
(80) 自分の領地を拡大し、地頭や新興の武士を家来に従えた守護を何というか。守護大名
(81) 元のあとに、漢民族が建てた中国の王朝を何というか。明
(82) (81)の時代、大陸沿岸をおそい、海賊行為を行った集団を何というか。倭寇
(83) 室町幕府３代将軍は誰か。足利義満
(84) (83)の人物が明とはじめた日明貿易の別名は何か。勘合貿易
(85) 高麗にかわり、朝鮮半島にできた国を何というか。朝鮮国
(86) 尚氏が沖縄島を統一して建てた王国を何というか。琉球王国
(87) 蝦夷地に住む先住民族を何というか。アイヌ民族
(88) 室町時代、商人や手工業者がつくった同業者ごとの団体を何というか。座
(89) 京都では、何と呼ばれる商工業者によって町の政治が行われたか。町衆
(90) 室町時代、農村でつくられた自治的組織を何というか。惣
(91) 将軍の後継ぎ問題をめぐって 1467 年に京都で起こった戦いを何というか。応仁の乱
(92) 実力のある者が、力をのばして上の身分の者にうち勝つことを何というか。下剋上
(93) この頃、守護大名の地位を奪って実権を握った者を何というか。戦国大名
(94) (93)が城下に家来を集めてつくった町を何というか。城下町
(95) (93)が独自に定めた法律を何というか。分国法
(96) 室町時代、観阿弥･世阿弥親子が完成させた芸能を何というか。能
(97) 寺院の様式が武家の住居に取り入れられた様式を何というか。書院造
(98) 水墨画で有名な人物は誰か。雪舟
(99) 能の合間に演じられた、民衆の生活や感情をあらわしたものは何か。狂言
(100) 室町時代に流行した、絵入りの物語を何というか。御伽草子

(101) 14、15 世紀にヨーロッパでおこった、古代ローマ･ギリシャの文明を学びなおす動きを何というか。
ルネサンス
(102) １世紀頃、イエス･キリストが説いた神を信じれば誰でも救われるという教えを何というか。
キリスト教
(103) 16 世紀はじめ、キリスト教会の腐敗を正そうとする宗教家によって何が始まったか。
宗教改革
(104) 1543 年、種子島に漂着したポルトガル人によって伝えられたものは何か。鉄砲
(105) 1549 年、日本にキリスト教を伝えた宣教師は誰か。ザビエル
(106) ポルトガル人やスペイン人を総称して何人というか。南蛮人
(107) (106)との貿易を何というか。南蛮貿易
(108) 尾張の出身で、鉄砲を有効に使った戦法で一躍実力をつけていった戦国大名は誰か。織田信長
(109) (108)が、安土城下で市場の税を免除し、商工業の発展を目指した政策は何か。楽市・楽座
(110) (108)が、本能寺で明智光秀に討たれた後、後継者となった人物は誰か。豊臣秀吉
(111) (110)が行った検地を特に何というか。太閤検地
(112) (110)が、農民の一揆を防ぎ、耕作だけに従事させるために行った政策を何というか。刀狩
(113) 武士と農民の身分の区別が明らかになったことを何というか。兵農分離
(114) 信長や秀吉の頃の、豪華絢爛な文化を何というか。桃山文化
(115) 秀吉に仕え、茶の湯を大成した人物は誰か。千利休
(116) 南蛮貿易の結果もたらされた文化を何というか。南蛮文化
(117) 秀吉の死後、1600 年に起きた天下分け目の戦いを何というか。関ヶ原の戦い
(118) (117)に勝利して、江戸幕府を開いた人物は誰か。徳川家康
(119) 大名の領地とその政治組織を何というか。藩
(120) 幕府が大名を統制するために出した法律を何というか。武家諸法度
(121) 1635 年、大名が１年おきに領地と江戸を往復することとした江戸幕府の政策を何というか。
参勤交代
(122) (121)を制度化した江戸幕府３代将軍は誰か。徳川家光
(123) 江戸時代の身分のうち、約 85％を占めた身分は何か。百姓
(124) 江戸時代の身分のうち、苗字･帯刀の特権を与えられた身分は何か。武士
(125) 1637 年、キリスト教徒への迫害や領主の圧政に対して天草四郎を大将に起きた一揆は何か。
島原の乱
(126) 江戸幕府による、禁教、貿易統制、外交独占の体制を何というか。鎖国
(127) 将軍の代替わりごとに朝鮮から派遣された使節を何というか。朝鮮通信使
(128) 幕府や藩は、米の生産量を上げるため土地の開墾に力を注ぎ、何を開発したか。新田
(129) 江戸時代に、問屋･仲買などの大商人がつくった同業者組織を何というか。株仲間
(130) 「天下の台所」と呼ばれた大阪に集まった、諸藩の米や特産物が運び込まれた場所を何というか。
蔵屋敷
(131) 京都や大阪などの上方で発展した、庶民中心の新しい文化を何というか。元禄文化
(132) 「曽根崎心中」など人形浄瑠璃で有名な脚本家は誰か。近松門左衛門
(133) 「奥の細道」の作者は誰か。松尾芭蕉
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町人の風俗を題材に描かれた絵を何というか。浮世絵
江戸幕府８代将軍は誰か。徳川吉宗
(135)の人物が 1716 年から行った改革を何というか。享保の改革
百姓が領主に対して年貢の軽減などを要求して起こしたものは何か。百姓一揆
都市で、米の買い占めをした商人に対して起こしたものは何か。打ちこわし
商人の力を利用して幕府の財政を立て直そうとした老中は誰か。田沼意次
(139)の人物が失脚した後、厳しい倹約により幕府の財政を立て直そうとした老中は誰か。
松平定信
(140)の人物が行った改革を何というか。寛政の改革
「古事記伝」を著し、幕末の尊皇攘夷運動に影響を与えた人物は誰か。本居宣長
「解体新書」を著した人物は誰か。杉田玄白
19 世紀はじめ、文化・文政年間に江戸で栄えた町人文化を何というか。化政文化
「富嶽三十六景」で有名な浮世絵師は誰か。葛飾北斎
「東海道五十三次」で有名な浮世絵師は誰か。歌川広重
町人や農民の子弟が読み・書き・そろばんを学んだ場所を何というか。寺子屋
諸藩が設けた、武士の気風の引き締めと人材の育成を図ったものを何というか。藩校
1825 年、相次ぐ外国船の接近に対して幕府が出した法令を何というか。異国船打払令
1837 年、大阪で元幕府の役人が反乱を起こした。誰か。大塩平八郎
1841 年、幕府の力の回復をねらって改革を行った老中は誰か。水野忠邦
(151)の人物が行った改革を何というか。天保の改革
1776 年、イギリス本国の新しい税と弾圧に抗議してアメリカの人々が発表したものは何か。
独立宣言
1789 年、フランスで起こったバスチーユ牢獄襲撃に始まる革命を何というか。
フランス革命
(154)の結果出された、身分の特権の廃止、自由・平等、人民主権などをうたう宣言は何か。
人権宣言
産業革命はどこから始まったか、国名を書きなさい。イギリス
生産のもとでをもつ者が、労働者を雇って生産するしくみを何というか。資本主義
(157)を批判して、理想の共同体をめざす考え方を何というか。社会主義
1861 年、自由貿易や奴隷制をめぐって、アメリカで起こった戦争は何か。南北戦争
１８４０年、アヘンを厳しく取り締まった清に、イギリスが軍艦を送って屈服させた戦争は何か。
アヘン戦争
(160)の戦費や賠償金のために、清政府が農民に重税を課したために起こった内乱は何か。
太平天国の乱
1857 年、イギリス東インド会社に雇われていたインド兵らが起こした反乱は何か。
インド大反乱
１８５４年、アメリカのペリーと結んだ条約の名称は何か。日米和親条約
1858 年、大老井伊直弼が独断で結んだ条約の名称は何か。日米修好通商条約
井伊が条約に反対した大名などを処罰したため起こった、攘夷は天皇の意思だとする運動は何か。
尊王攘夷運動
徳川慶喜が、政権を朝廷に返したことを何というか。大政奉還
西郷や岩倉らを中心に出された天皇の政治に戻す宣言を何というか。王政復古の大号令
新政府軍対旧幕府軍の内乱を何というか。戊辰戦争
明治新政府が行った、日本を近代国家にするためのさまざまな改革を何というか。
明治維新
新政府の基本方針を何というか。五箇条の御誓文

(171) 1869 年に行われた、土地と人民を政府に返させた政策を何というか。版籍奉還
(172) (171)は効果がなく、1871 年に藩を廃止して県を置いた。この政策を何というか。
廃藩置県
(173) えた・ひにんなどの呼び名を廃止し、身分・職業も平民と同じとする布告を何というか。
解放令
(174) 経済を発展させ、軍隊を強くするという新政府のスローガンは何か。富国強兵
(175) 学制は何歳以上の男女すべてに小学校教育を受けることと定めたか。満 6 歳以上
(176) 徴兵令は、満何歳に達した男子に兵役の義務を負わせたか。満２０歳
(177) 国家の財政を安定させるために行った、新政府の政策を何というか。地租改正
(178) 近代産業を育てることをめざした新政府のスローガンは何か。殖産興業
(179) 明治になって欧米の文化が盛んに取り入れられ、伝統的な生活が変化し始めたことを何というか。
文明開化
(180) 「学問のすすめ」を著した人物は誰か。福沢諭吉
(181) 1871 年、日本が清と対等な立場で結んだ条約を何というか。日清修好条規
(182) 朝鮮に対して、武力で開国をせまる主張を何というか。征韓論
(183) 1876 年、日本が朝鮮と結んだ不平等な条約を何というか。日朝修好条規
(184) 1879 年、軍隊の力を背景に、反対する琉球の人々をおさえて設置されたのは何県か。沖縄県
(185) 征韓論に敗れて政府を去った、薩摩藩出身の重鎮は誰か。西郷隆盛
(186) (185)の人物が、鹿児島の士族らとともに起こした士族最大にして最後の反乱を何というか。
西南戦争
(187) 西郷とともに政府を去ったが、武力ではなく言論によって反政府運動を展開した人物は誰か。
板垣退助
(188) (187)が、1874 年に国民が政治に参加できる道を開くべきだと主張して政府に提出した
ものは何か。民選議院設立の建白書
(189) 国民の参政権を確立することをめざした運動を何というか。自由民権運動
(190) 大久保亡き後、政府の重鎮として活躍し、憲法制定にも尽力した人物は誰か。伊藤博文
(191) 板垣退助を党首とする政党を何というか。自由党
(192) 大隈重信を党首とする政党を何というか。立憲改進党
(193) 1889 年 2 月 11 日に出された憲法を何というか。大日本国憲法

