
 

 
https://iidrill.com 

 

 

 

★★ □ （1） アには人物名、イには地位の名称が入る。それぞれ答えよ。

★★ □ （2）

★★ □ （3）

★★ □ （4）

★★★ □ （5） 下線部②の文化を何というか。

★★★ □ （6） 下線部②に関し、釈迦三尊像などの仏像が置いてある寺を何というか。

★★★ □ （7） エに入る中国の王朝の名称を答えよ。

★ □ （8） 下線部③の改革を何というか。　

★★★★ □ （9） 下線部③に関し、中大兄皇子とともに、蘇我蝦夷・入鹿親子を倒した人物を挙げよ。

★★★ □ （10） 下線部③に関し、豪族が支配していた土地と人々とを国家が直接支配するしくみを何というか。

★★★★★ □ （11） オに入る戦いの名称を答えよ。

★★★★ □ （12） カ、キ、クに入る天皇の名称をそれぞれ下から選び答えよ。

聖武　　天智　　持統　　桓武　　天武

★★★★ □ （13） 下線部④の戦いを何というか、書きなさい。

★★★★ □ （14） 下線部⑤の日本ではじめての都を何というか。

★★★★ □ （15）

　　ア　阿弥陀仏にすがって死後に極楽浄土に生まれ変わろうという浄土真宗が広がった。

　　イ　行基が民衆とともに橋や用水路をつくり、民衆の間に仏教を広めた。

　　ウ　渡来人がもたらした技術によって仏像や法隆寺などの寺がつくられた。

　　エ　座禅により自力でさとりを開く禅宗が、栄西や道元により宋から伝えられた。

次の文章はかなさんが「聖徳太子の政治改革と大化の改新」についてまとめたレポートです。次の各問いに
答えなさい。

　6世紀ごろ、国内では、地方の豪族が反乱を起こしていた。この争いを和らげるために、女性の推古天皇が
即位すると、おいの（　ア　）が（　イ　）になり、蘇我馬子と協力しながら、中国や朝鮮に学んで、天皇を中心と
する①政治制度を整えようとした。
　中国では、6世紀末に（　ウ　）が南北朝を統一した。このころ、日本で最初の②仏教文化が栄えた。
　（ウ）は7世紀のはじめには、高句麗への攻撃の失敗などが原因でおころび、新たに（　エ　）が中国を統一し
た。
　そのころ国内では、蘇我氏の独裁的な政治不満が高まっていた。こうした中で中大兄皇子は③645年に、蘇
我蝦夷・入鹿親子をたおした。
　朝鮮半島では、新羅が唐と結んで、百済や高句麗を滅ぼした。663年、日本は百済を助けるために、大軍を
送ったが、連合軍に敗れた。このときの戦いを（　オ　）という。
　中大兄皇子は、大津宮（滋賀県）に都を移し、（　カ　）天皇に即位して、はじめての戸籍をつくるなど、政治
改革した。（カ）天皇の没後、④あとつぎをめぐる大友皇子との戦いに勝って、即位した（　キ　）天皇は、天皇
の地位を大幅に高め、都を再び飛鳥に移した。(キ）天皇の没後、その皇后が（　ク　）天皇として即位し、中国
の都に習い、道路をごばんの目のように区画された、⑤日本ではじめての都をつくった。

下線部①の政治制度について、家柄にとらわれず。才能や功績のある人を役人に取り立てようとした
制度を何というか。

下線部①に関し、右の資料は、アが仏教や
儒教の考え方を取り入れ、当時の役人の心
がまえとして示したものの一部です。これを
何といいますか、書きなさい。

ウに関し、日本はウの進んだ文化や制度を取り入れようと、607年に小野妹子などを送って以後、数回
にわたってウに使者を送ったことを何というか。

飛鳥時代の日本における仏教のようすを述べた文として最も適当なものを、次のア～工から1つ選び、
その記号を書きなさい。

目標時間

50分2節 古代国家の歩みと東アジア世界

第1章 古代までの日本

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

1

資料

一に曰く，和をもって貴しとなし，さからうことなきを宗とせよ。
二に曰く，あつく三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり。
三に曰く， 詔をうけたまわりては必ずつつしめ。

合計日付
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★★★ □ （1）

★★★★ □ （2） イに当てはまる語句を答えよ。また、唐のどこの地域にならってつくられたか、書きなさい。

★★★★ □ （3） ウ、エに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★ □ （4） 下線部①の制度を答えよ。

★★★ □ （5）

★★★ □ （6） 口分田に応じて納める租という税の他に、布や特産物を都まで運んでおさめる税を何というか。

★★★★ □ （7） 兵役で兵士となった人の中で、九州北部の防衛に送られた人を何というか。

★★★ □ （8） カに当てはまる語句を答えよ。

口分田について、右の資料1は、古代につくられた戸籍から10人の
性別と午齢だけを選び、現代語でわかりやすく示したものである。資
料1に示した10人のうち、律令のきまりにもとづいて、 口分田が割り
あてられる対象となる人数は何人か、その人数を書きなさい。

次の文章はゆうきさんが「奈良時代」についてまとめたレポートです。次の各問いに答えなさい。

　701年、唐の法律にならった（　ア　）がつくられ、全国を支配するしくみが定まった。710年には（　イ　）が奈
良盆地北部につくられた。奈良に都がおかれてから、平安京に都をうつすまでの80年あまりを奈良時代とい
う。
　地方は多くの国に区分され、その国々には国府と呼ばれる役所が置かれた。国には都から（　ウ　）が派遣
され、地方の豪族が任命された（　エ　）を指揮して政治をおこなった。
　8世紀前半の日本の人口は450万人ほどで、①戸籍に登録された人々には、性別や身分に応じて口分田が
あたえられ、その人が死ぬと国に返す制度がつくられた。
　このころ朝廷は人々に開墾をすすめるため、743年に（　カ　）を出した。この法は、新しく開墾した土地につ
いては口分田と同じように租を負担する必要があるが、私有として認められ、子孫に伝えたり、売ったりしてよ
いものだった。
　奈良時代には、唐の制度や文化を取り入れようと（　キ　）をたびたび中国におくった。②都を中心に、仏教
と唐の文化を強く影響を受けた国際的な文化が栄えた。
　聖武天皇は、国ごとに（　ク　）と（　ケ　）を建て、都には（　コ　）を建てた。国家のしくみが整うと、③日本の
国のおこりなどを確認しようとする動きがおこった。

701年につくられた、刑罰のきまり、政治を行う上でのさまざまなきまりを定めた法律であるアを何とい
うか。

2

資料1

・　男　54歳 ・　女　40歳
・　男　32歳 ・　男　20歳
・　男　12歳 ・　男　4歳
・　女　19歳 ・　女　8歳
・　男　2歳 ・　女　5歳

（15）（14）

（11）

（13）（12）
カ キ ク

（8） （9）

（5） （6）

（2） （3）

（4）

（7）

（10）

（1）
人物名 地名

小計

https://iidrill.com/


 

 
https://iidrill.com  

★★★★ □ （9） 次の文はカに関しての文である。（　　　）に当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （10） キに当てはまる語句を答えよ。

★★★ □ （11） 下線部②の文化を何というか。

★★★★ □ （12） ク、ケ、コに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★★ □ （13） 文章中から聖武天皇はどのようにして国家をつくろうとしたか、簡潔に書きなさい。

★★★ □ （14） 　文中の（　　　） にあてはまる歴史的建造物を何といいますか，書きなさい。

★★★ □ （15）

ア　浄土宗を開いた法然が、念仏を唱えれば救われると説いた。

イ　信仰で結びついた武士や農民たちが、一向一揆を起こした。

ウ　唐で仏教を学んだ空海が、真言宗を日本に広めた。

エ　遣唐使とともに来日した鑑真が、仏教の教えを広めた。

★★★ □ （16） 下線部③に関し、まとめた。（a）～（ｄ）に当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★★ □ （17） 右の資料は律令による役所のしくみを表したものである。

４ 唐にならって、和同開珎などの貨幣が発行された。

★★★★ □ （18）

ア　皇位をめぐって壬申の乱が起こった。　　　　　　　イ　墾田永年私財法が出された。

ウ　坂上田村麻呂が征夷大将軍に任命された。　　　エ　大宝律令が定められた。

東大寺が建てられた時代の仏教にかかわるできごととして適切に述べているものを、次のア～エの中
から１つ選び、その記号を書きなさい。

貴族などは、農民を使って、開墾したり、墾田を買い取ったりして、私有地を広げた。これらの私有地を
やがて（　　　）と呼ばれるようになった。

神話や伝承、記録などをもとにまとめた歴史書（　a　）と（　b　）、地方の国ごとに、自然、産物、伝説な
どを記した（　c　）がつくられた。大伴家持がまとめた（　d　）という和歌もさかんになった。

①　Aは、九州地方の政治や外交、防衛に当たる役所である。この
役所を何というか，書きなさい。

②　このしくみが用いられた頃の様子について述べた文として適切
でないものを，次の１～４の中から一つ選び，その番号を書きなさ
い。

１ 人々は、６年ごとにつくられる戸籍に、良民と、奴婢などの賤民
に分けて登録された。

２ 平城京では、およそ１０万人の人々が生活し、そのうちの約１万人
が役所に勤めていた。

３ 近畿地方の有力貴族は、天皇から高い位をあたえられて豪族と
なった。

奈良時代のできごととして適切に述べているものを、次のア～エの中から１つ選び、その記号を書きな
さい。

　聖武天皇の遺品は収蔵した東大寺の（　　　　） に納められていました。

小計

（15）

（18）
②

（16）

①

（17）

（13） （14）

a b ｃ ｃ

（6） （7）

（8） （9） （10）

（11） （12）
ク ケ コ

（4） （5）

　　　　　　　　人

（1） （2）
イ 唐のどこの地域

（3）
ウ エ
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★★★ □ （1） A、Bに当てはまる語句を答えよ。

★★★★ □ （2）

　ア　坂上田村麻呂　　　　イ　源義経　　　　　ウ　平将門　　　　　　エ　藤原純友

★★★★ □ （3） C、Eは人物名が入り、D、F下のア～エの宗派が入る。それぞれ答えよ。

ア　浄土真宗　　　イ　浄土宗　　　　ウ　天台宗　　　エ　真言宗　　

★★★★ □ （4） Gに入る人物名を答えよ。

★★★★ □ （5） Hに入る王朝名を答えよ。。

★★★★ □ （6）  I に入る国名を答えよ。

★★★ □ （7） JとKに入る役職とLに入る語句を答えよ。

★★★ □ （8） 下線部②の文化を何というか。

★★★ □ （9） Mに入る適切な語を書き、Nに入る語句を下のア～エから選び記号で答えよ。

　　ア 万葉集　　　　イ　古今和歌集　　　　ウ　日本書記　　　エ　源氏物語

★★★ □ （10） Mに関し、女性による文学作品として、源氏物語と枕草子がある。それぞれの作者名を答えよ。

★★★★ □ （11） Oに入る語句を答えよ。

★★★ □ （12）

　ア　東大寺　　　　イ　法隆寺　　　ウ　中尊寺金色堂　　　エ　平等院鳳凰堂

★★★★ □ （13） 次の歌に関する人物名を答えよ。

この世をば　わが世とぞ思う　望月の欠けたることも　無しと思えば

★★★★ □ （14）

ア　関東で起こった 平将 門 の反乱は，武士の力によってしずめられた。

イ　 桓 武 天皇は，政治を立て直すために，今の京都の地に都を移した。

ウ　 平清 盛 は， 平 治 の乱で 源 氏 をやぶり，大きな力をふるった。

エ　長く続いた遣唐使は，唐の力がおとろえたために廃止された。

下線部③に関し、藤原頼道が宇治（京都府）に極楽浄土へのあこがれから建てた建物を、次のア～エ
の中から１つ選び，その記号を書きなさい。

平安時代に関し、次のア～エを年代の古い順に並べるとどのようになりますか。その記号を順に書き
なさい。

下線部①に関し、東北地方で起こった蝦夷の激しい抵抗をおさえるため、８世紀後半に朝廷が征夷大
将軍として任じた人物はだれですか、次のア～エの中から１つ選び、その記号を書きなさい。

　奈良時代の後半には、貴族や僧の間で勢力争いが激しくなり、政治が混乱した。（　A　）天皇は、新しい都で
政治を立て直そうとして、794年に現在の京都に都を移した。この都を（　B　）京といい、鎌倉幕府が成立する
までの約400年間を、（　B　）時代という。①8世紀末から9世紀にかけて、朝廷は、支配に従おうとしない、蝦
夷に対して大軍を送り、その勢力を広げた。
　9世紀はじめ、唐にわたった（　C　）は（　D　）宗を伝え、比叡山（滋賀県・京都府）に延暦寺を建て、(　E　）は
（　F　）宗を伝え、高野山（和歌山県）、金剛峯寺を建てた。
　唐では、国内で反乱があい次ぎ、9世紀には勢力が急速におとろえた。894年に遣唐使に任命された（　G　）
は、唐のおとろえと往復の危険を理由に遣唐使の停止をうったえ、認められた。唐は10世紀のはじめにほろ
び、（　H　）が中国を統一した。朝鮮半島では、（　I　）がおこり、やがて、新羅がほろびた。
　平安時代には貴族が力をのばし、中でも藤原氏は、ほかの貴族を退けながら、勢力を伸ばした。9世紀後半
には、天皇が幼いときには（　J　）に成長すると、（　K　）という天皇を補佐する職について、国司の人事など
の政治の実権を握るようになった。このような政治を（　L　）という。②平安時代半ばの貴族たちは、唐風の文
化をふまえながらも、日本の風土や生活、日本人の感情にあった文化を生み出した。なかでも漢字を変形さ
せて、日本語の発音をあらわせるようにくふうした（　N　）があり、紀貫之などが編集した（　M　）をはじめとす
る優れた文学作品を生み出した。
　10世紀なかばになるとしだいに社会が乱れ、人々の心に不安な気持ちが高まったため、念仏を唱えて、阿
弥陀如来にすがり、死後極楽浄土へ生まれ変わることを願う、（　O　）がおこった。11世紀には、地方の人々
にも伝わり、阿弥陀如来像や、それをおさめるための③阿弥陀堂がさかんにつくられるようになった。

次の文章はともかさんが「平安時代」についてまとめたレポートです。次の各問いに答えなさい。3
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★★★★ □ （15）

Ａ　かな文字がつくられ，『枕草子』などが書かれた。

Ｂ　仏像や寺院が多くつくられ，法隆寺が建てられた。

Ｃ　大和絵とよばれる絵画がえがかれるようになった。

ア　Ａ－飛鳥文化 Ｂ－国風文化 Ｃ－飛鳥文化　　

イ　Ａ－飛鳥文化 Ｂ－飛鳥文化 Ｃ－国風文化

ウ　Ａ－国風文化 Ｂ－飛鳥文化 Ｃ－国風文化　　

エ　Ａ－国風文化 Ｂ－国風文化 Ｃ－飛鳥文化

次の文Ａ～Ｃは、飛鳥文化または国風文化（国風の文化）について述べたものです。Ａ～Ｃは、どちら
の文化について述べたものであるかをそれぞれ判断し、その組み合わせとして適切なものを、下のア
～エの中から１つ選び、その記号を書きなさい。

小計

（2）
D F

N

（12） （15）（13） （14）

（9） （10） （11）
M 源氏物語 枕草子

（4） （5） （6）

（7） （8）
J K L

（1） （3）
A B C E
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