
問題番号 問題文 正解 誤答（1） 誤答（2） 誤答（3）

1 ８代将軍徳川吉宗が行ったものではないのはどれか。 囲米制 目安箱 足高制 質流し禁令
2 冠位十二階に定められた６つの徳目に含まれないものはどれか。 忍 徳 仁 礼
3 寛政の改革において飢饉に備え、米穀を蓄えるよう命じた制度は何か。 囲米 倉米 米倉 足米
4 寛政の改革を実行した人物は誰か。 松平定信 徳川吉宗 田沼意次 水野忠邦
5 朱子学者新井白石が行なった政治は何と呼ばれるか。 正徳の治 正直の治 徳有の治 文徳の治
6 天保の改革を実施した水野忠邦の幕府での職責は何か。 老中 大老 若年寄 側用人
7 岩倉使節団に同行した留学生で、帰国後女子教育者となったのは誰か。 津田梅子 景山英子 岸田俊子 与謝野晶子
8 京都堀川に塾を開き古学を教えた人は誰か。 伊藤仁斎 太宰春台 熊沢蕃山 山鹿素行
9 札幌農学校で学生に大きな影響を与えたアメリカ人は誰か。 クラーク ヘボン ベルツ フルベッキ
10 征韓論で下野した西郷隆盛が、鹿児島に開いた学校はどれか。 私学校 西郷塾 薩摩隼人 大隅学校
11 新島襄が設立した私学校はどれか。 同志社 東京専門学校 慶應義塾 英吉利法律学校
12 萩の松下村塾で高杉晋作、久坂玄瑞を教育したのは誰か。 吉田松陰 シーボルト 緒方洪庵 佐久間象山
13 平安時代初期に貴族が一族子弟のために設けた教育施設ではないものはどれか。 綜芸種智院 弘文院 勧学院 学館院
14 文部省が1871年にフランスの制度にならって公布したものはどれか。 学制 小学校令 改正教育令 教育令
15 「からたちの花」の作曲家・指揮者でわが国最初の交響楽団を創設・育成したのは誰か。 山田耕筰 弾厚作 中山晋平 山本有三
16 3通の書状を1巻に仕立てたもので、「風信帖」と呼ばれる名品を残した三筆の一人は誰か。 空海 嵯峨天皇 橘逸勢 最澄
17 インドや西域の影響を受けた壁画があった建物はどれか。 法隆寺金堂 法隆寺夢殿 法隆寺講堂 法隆寺五重塔
18 浮世絵の大成者で、代表作が「見返り美人図」なのはだれか。 菱川師宣 伊能忠敬 横山大観 雪舟
19 小山内薫、土方与志が「演劇の実験場」として建設した劇場はどれか。 築地小劇場 新橋小劇場 明治歌劇場 芸術座
20 鎌倉文化に属する絵巻物はどれか。 北野天神縁起絵巻 源氏物語絵巻 信貴山縁起絵巻 鳥獣戯画
21 水墨画と大和絵を融合し「唐獅子図屏風」を描いた人物は誰か。 狩野永徳 海北友松 狩野山楽 長谷川等伯
22 父観阿弥とともに能楽を大成し、能楽の芸術論をまとめたのはだれか。 世阿弥 本阿弥 木阿弥 阿弥
23 次の歌舞伎の発達過程で、時期が最もあとのものはどれか。 野郎歌舞伎 かぶき踊り 若衆歌舞伎 女歌舞伎
24 日本画、洋画、彫塑の３部門で総合的かつ恒久的な発表の場として、画期的な文部省美術展覧会が明治文展 帝展 日展 新文展
25 日本人によって描かれた、西洋画の影響を受けた屏風を一般的に何というか。 南蛮屏風 彦根屏風 松林図屏風 洛中洛外図屏風
26 信長や秀吉の寵愛を受け、襖絵や障壁画など新しい装飾画を大成した人は誰か。 狩野永徳 尾形光琳 長谷川等伯 海北友松
27 文人画「鷹見泉石像」を描いた人は誰か。 渡辺崋山 司馬江漢 円山応挙 高野長英
28 平安時代の三蹟でない者は誰か。 嵯峨天皇 小野道風 藤原佐理 藤原行成
29 都を離れ太宰府に赴任する際、藤原誠信に宛てて綴った「離洛帖」と呼ばれる手紙を残した三蹟の一人は藤原佐理 小野道風 藤原行成 菅原道真
30 桃山美術において、金箔地に青・緑を彩色した絵画を何というか。 濃絵 浮世絵 赤絵 水墨画
31 ナウマン象の臼歯化石が発見された長野県にある湖はどれか。 野尻湖 諏訪湖 白樺湖 青木湖
32 アメリカ人建築家ライトが設計したものはどれか。 帝国ホテル 国会議事堂 ニコライ堂 三菱１号館
33 日本の建築様式で、書院造に草庵風の茶室を取り入れたものを何というか。 数寄屋造り 寝殿造り 大社造り 切妻造り
34 東山文化の時代に造られた庭園はどれか。 竜安寺石庭 天竜寺庭園 西芳寺庭園 後楽園
35 平安時代中期の国風文化に属する阿弥陀堂はどれか。 平等院鳳凰堂 中尊寺金色堂 富貴寺大堂 三仏寺投入堂
36 桃山文化における城郭建築の例として適当でないものはどれか。 五稜郭 安土城 姫路城 大阪城
37 古書院、中書院、新御殿が雁行する書院と幾何学的要素を多く取り入れた庭園が特徴の建造物はどれか桂離宮 修学院離宮 東照宮 平安神宮
38 徳川幕府が後水尾天皇の退位を迫る目的で小堀遠州に命じて造営した建造物は何か。 仙洞御所 桂離宮庭園 修学院離宮 大池寺庭園
39 1876年前原一誠に率いられた不平氏族の乱は何と呼ばれるか。 萩の乱 神風連の乱 秋月の乱 前原の乱
40 740年、吉備真備らの排除を求めて九州で乱を起こした人物は誰か。 藤原広嗣 藤原百川 藤原種継 藤原仲麻呂
41 安政の大獄で殺された緒方洪庵の弟子は誰か。 橋本左内 福沢諭吉 高杉晋作 久坂玄瑞
42 織田信長が暗殺された寺はどこか。 本能寺 方広寺 天竜寺 浅草寺
43 京都守護職をつとめ、奥羽越列藩同盟の中心となって新政府軍に抵抗した藩はどれか。 会津藩 仙台藩 米沢藩 秋田藩
44 霜月騒動で有力御家人安達泰盛を滅ぼしたのは誰か。 平頼綱 平敦盛 平重盛 平忠度
45 承久の乱のあと、京都守護に代わって設置されたのは何か。 六波羅探題 六波羅蜜寺 鎮西探題 奥州探題
46 承久の乱の際、のちの３代執権北条泰時とともに京都に上り鎮定したのは誰か。 北条時房 北条実時 北条時頼 北条時宗
47 承久の乱は鎌倉幕府の何代執権のとき起こったか。 ２代 初代 ３代 ４代
48 小御所会議の決定に対し、旧幕府が1868年1月に起こした戦いは何か。 鳥羽・伏見の戦い 五稜郭の戦い 生野の変 禁門の変
49 大化の改新の口火となるクーデターで殺されたのは誰か。 蘇我入鹿 蘇我馬子 蘇我蝦夷 山背大兄王
50 大老井伊直弼が暗殺されたのはどこか。 桜田門外 坂下門外 蛤御門 二条城内
51 平安時代中期に藤原時平の讒言によって太宰権帥に左遷された人は誰か。 菅原道真 伴善男 橘逸勢 源高明
52 室町幕府の権威を失墜させ戦国時代をもたらした戦乱を何というか。 応仁の乱 嘉吉の乱 応天門の乱 大塩の乱
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53 山背大兄王を自害に追い込んだ人は誰か。 蘇我入鹿 蘇我馬子 蘇我稲目 蘇我蝦夷
54 東京の文明開化の生活として誤っているものはどれか。 煉瓦造りの民家 牛鍋を食べる 洋服の着用 ざんぎり頭
55 光明皇后が孤児や貧窮者を収容するために平城京に設置した施設は何か。 悲田院 戒壇院 施薬院 正倉院
56 文明開化における東京の様子として誤っているものはどれか。 市街電車の誕生 人力車の普及 太陽暦の使用 ガス灯の使用
57 軍事の要として、西海道諸国をも統括した九州北部の機関は何か。 太宰府 摂津職 京職 市司
58 中央行政組織のうち、神々の祭りをつかさどる機関を何というか。 神祇官 八省 五衛府 太政官
59 中央の貴族が派遣され、国府を拠点に国内を統治した役職は何か。 国司 郡司 里長 郷司
60 1605年、徳川幕府、第２代将軍になったのは誰か。 徳川秀忠 徳川綱吉 徳川家光 徳川家綱
61 維新の三傑とは西郷隆盛と木戸孝允と誰か。 大久保利通 伊藤博文 坂本龍馬 榎本武揚
62 寛政の改革を行った松平定信は誰の子か。 徳川宗武 徳川宗尹(むねただ) 徳川重好 徳川吉宗
63 最後の将軍となった徳川慶喜は御三卿のうち何家の出身か。 一橋 紀伊 田安 清水
64 清水家の祖は誰か。 徳川重好 徳川宗武 徳川宗尹(むねただ) 徳川義直
65 持明院統は何天皇から始まったか。 後深草天皇 後小松天皇 亀山天皇 後醍醐天皇
66 聖武天皇に嫁いだ藤原不比等の娘は誰か。 光明子 橘三千代 薬子 吉備内親王
67 初代六波羅探題に北条時房とともに就任したのは誰か。 北条泰時 北条重時 北条時頼 北条実時
68 関ヶ原の戦いで徳川家康に破れた五奉行の一人は誰か。 石田三成 黒田長政 毛利輝元 福島正則
69 大覚寺統は何天皇から始まったか。 亀山天皇 後深草天皇 後小松天皇 後醍醐天皇
70 田安家と一橋家を設置したのは誰か。 徳川吉宗 徳川家重 徳川家治 徳川家斉
71 田安家の祖は誰か。 徳川宗武 徳川宗尹（むねただ） 徳川重好 徳川頼宣（よりのぶ）
72 次のうち御三卿でないのはどれか。 紀伊 田安 一橋 清水
73 次のうち御三家でないのはどれか。 一橋 紀伊 水戸 尾張
74 次の人物のうち、得宗でないものはどれか。 北条政村 北条時宗 北条貞時 北条高時
75 天武系皇統の断絶のために藤原百川により擁立された天智系の天皇は誰か。 光仁天皇 称徳天皇 淳仁天皇 桓武天皇
76 天武天皇の皇后であった人物が天武天皇の次に天皇になった。それは誰か。 持統天皇 天智天皇 皇極天皇 斉明天皇
77 南北朝時代の南朝最後の天皇は誰か。 後亀山天皇 光厳天皇 後小松天皇 後醍醐天皇
78 南北朝時代の南朝第１代になった天皇は誰か。 後醍醐天皇 光厳天皇 後小松天皇 後亀山天皇
79 南北朝時代の北朝最後の天皇は誰か。 後小松天皇 光厳天皇 後醍醐天皇 後亀山天皇
80 南北朝時代の北朝第１代になった天皇は誰か。 光厳天皇 後小松天皇 後醍醐天皇 後亀山天皇
81 日本最初の女帝は誰か。 推古天皇 皇極天皇 持統天皇 元明天皇
82 一橋家の祖は誰か。 徳川宗尹(むねただ) 徳川宗武 徳川重好 徳川頼房
83 藤原不比等の娘宮子が文武天皇との間に生んだ天皇は誰か。 聖武天皇 元明天皇 元正天皇 孝謙天皇
84 室町幕府代３代将軍足利義満の祖父は誰か。 足利尊氏 足利義詮 足利直義 足利基氏
85 大和時代に神事・祭祀を担当したのはどの豪族か。 中臣氏 物部氏 大伴氏 蘇我氏
86 大和朝廷時代の有力豪族でないのはどれか。 藤原氏 蘇我氏 物部氏 大伴氏
87 「貞永式目」を制定したのは鎌倉幕府何代執権のときか。 ３代 初代 ２代 ４代
88 1615（元和元）年の出来事として適当でないものはどれか。 大坂冬の陣 一国一城令 武家諸法度 禁中並公家諸法度
89 1868年から1869年の間に行われなかったことは次のうちどれか。 太陽暦の採用 東京への遷都 天皇の即位 一世一元の制
90 1871年に実施された、知藩事に代わって府知事・県令行政を行うことになった制度を何というか。 廃藩置県 三治制 版籍奉還 同化政策
91 1873年にできた内務省の最初の長官は誰か。 大久保利通 木戸孝允 大隈重信 伊藤博文
92 1907年帝国国防方針で示された大艦隊建造計画はどれか。 八・八艦隊 一・一艦隊 六・七艦隊 六・六艦隊
93 670年に作成されたわが国最初の戸籍を何というか。 庚午年籍 甲午年籍 庚寅年籍 壬申戸籍
94 684年に定めた、天皇を中心とした身分秩序のための制度を何というか。 八色の姓 五色の賎 冠位十二階 官位相当の制
95 724年、陸奥国府を兼ねた拠点として太平洋側に築かれたのはどれか。 多賀城 水城 秋田城 渟足の柵
96 頭山満（とうやまみつる）を中心とした超国家主義右翼団体とは何か。 玄洋社 白洋社 赤十社 白十字社
97 板垣退助が土佐で設立した士族中心の政治結社とは何か。 立志社 亀山社中 海援隊 三井組
98 岩倉使節団に入っていない人物は誰か。 板垣退助 木戸孝允 大久保利通 伊藤博文
99 鎌倉時代、執権を補佐する連署と合議機関である評定をはじめて置いた人物は誰か。 北条泰時 北条時政 北条義時 北条経時
100 鎌倉時代に将軍と主従関係を結んだ武士を何というか。 御家人 御内人 連署 評定衆
101 鎌倉幕府２代執権北条義時の法名にちなんだ、北条氏嫡流の当主をさす言葉はどれか。 得宗 連署 執権 内管領
102 元寇の後、さらなる侵略に対して厳戒態勢を固めるために置かれた職は何か。 鎮西探題 六波羅探題 奥州探題 九州探題
103 五箇条の誓文公布の翌日に出された、君臣の道を説くとともに徒党・キリスト教を改めて厳禁した心得は何五榜の掲示 バテレン追放令 政体書 大教宣布
104 後醍醐天皇による建武の新政はおよそ何年続いたか。 ３年 ５年 ７年 ９年
105 シベリア出兵、社会主義弾圧を実施した内閣はどれか。 寺内内閣 大隅内閣 伊藤内閣 山本内閣
106 政体書の内容として誤っているものはどれか。 フランスの制度を参考にした 太政官設置 高級官吏の互選 三権分立
107 政体書により設置された機関は何か。 議政官 右院 兵部省 公武省
108 政府が内乱や一揆に備えて、全国6カ所に設けたのはどれか。 鎮台 師団 御親兵 諸隊



109 太閤検地において豊臣秀吉が確立したものは何か。 石高制 防人制 大奥制 将軍制
110 宝治合戦で有力御家人である三浦泰村一族を滅ぼし、北条氏に権力を集中したのは誰か。 北条時頼 北条泰時 北条時宗 北条貞時
111 地租改正の内容として誤っているものはどれか。 耕作者への地券発行 金納の地租に変更 地租は地価の3% 税は旧来の税高を設定
112 秩禄処分についての説明として誤っているものはどれか。 士族に家禄を支給 士族授産事業の実施 家禄を全廃 法の公布で士族が応募
113 徴兵制度の説明として誤っているものはどれか。 15円の代人料で免除 ２０歳の男子を選抜 農民の血税一揆 戸主・嗣子は免除
114 徴兵制度を構想した人は誰か。 大村益次郎 伊藤博文 松方正義 黒田清隆
115 次のうち、身分制度の撤廃により農民・商人が獲得した権利でないものはどれか。 土地売買の自由 華・士族と結婚 苗字使用 移住・職業の自由
116 得宗家の家臣を何というか。 御内人 連署 御家人 評定衆
117 南北朝合一が成立したのは何年か。 1392年 1192年 1333年 1336年
118 南北朝動乱の時代は約何年続いたか。 ６０年 ４０年 ８０年 １００年
119 廃藩置県の内容として誤っているものはどれか。 2府43県に 太政官を三院制に 府知事・県令の派遣 薩長土３藩からの御親兵
120 版籍奉還の内容として誤っているものはどれか。 府知事・県令の派遣 薩長土肥４藩が主導 神祇官が太政官の上位に 王土王民論
121 藤原不比等の死後、左大臣となって政権を握った皇族は誰か。 長屋王 橘諸兄 舎人親王 高市皇子
122 明治時代の内務省の権限でないものはどれか。 裁判制度の指揮 県令の任免 警察の指揮 三田育種場を開設
123 大和政権が行った政治的身分秩序を何というか。 氏姓制度 公地公民制 八色の姓 冠位十二階
124 大和朝廷によりほぼ全国が統一されたのは何世紀半ばころか。 4世紀 1世紀 2世紀 3世紀
125 律令制度において男女とも６歳になると戸を単位に班給される田地は何か。 口分田 名田 田荘 湿田
126 大海人皇子は壬申の乱後、どこに遷都したか。 飛鳥浄御原宮 近江大津宮 摂津難波宮 飛鳥藤原宮
127 大極殿を持つ本格的な宮都が694年に完成し遷都したが、それはどこか。 藤原京 長岡京 平安京 平城京
128 元明天皇は710年に藤原京からどこに遷都を実施したか。 平城京 恭仁京 難波宮 長岡京
129 孝徳天皇は政権をどこにおいたか。 摂津難波宮 近江大津宮 飛鳥浄御原宮 飛鳥藤原宮
130 中大兄皇子が667年に都を移したところはどこか。 近江大津宮 摂津難波宮 飛鳥浄御原宮 飛鳥岡本宮
131 730年頃に建てられ白鳳様式を伝える裳階付き三重塔がある寺院はどこか。 薬師寺 山田寺 大官大寺 法隆寺
132 七世紀初めに聖徳太子が建立した寺で、別名斑鳩寺と呼ばれる寺はどれか。 法隆寺 大徳寺 東大寺 東寺
133 幾度も渡航に失敗し、失明しながらも日本に戒律を伝えた中国僧は誰か。 鑑真 行基 良弁 道鏡
134 空海が帰朝して広めた宗教は何か。 真言宗 天台宗 浄土教 日蓮宗
135 国家の取締を受けながら、社会事業を行い、後に大仏造立への協力から大僧正となったのは誰か。 行基 良弁 鑑真 道鏡
136 三論、成実、法相など仏教理論の諸学系を総称して何というか。 南都六宗 南都仏教 南都北嶺 南都七大寺
137 聖徳太子が建てていない寺はどれか。 広隆寺 中宮寺 四天王寺 斑鳩寺
138 聖武天皇の詔によって日本全国の国府の近くに建てられた寺院は何か。 国分寺 薬師寺 安国寺 東大寺
139 唐・新羅の僧から華厳宗を学び、東大寺建立に活躍した僧侶は誰か。 良弁 行基 鑑真 道鏡
140 道元が起こした仏教の宗派は何か。 曹洞宗 臨済宗 法華宗 浄土宗
141 道元が説いた教えはどれか。 只管打坐 専修念仏 悪人正機 公案
142 奈良時代に鎮護国家の思想を説いた天皇は誰か。 聖武天皇 元明天皇 桓武天皇 天武天皇
143 南都六宗でないものはどれか。 一向宗 三論宗 成実宗 倶舎宗
144 仏教が日本に公式に伝えられたのは何世紀か。 6世紀 4世紀 5世紀 7世紀
145 仏教の崇否をめぐり、崇仏を唱える蘇我氏に対立し、排仏を主張したのはどの豪族か。 物部氏 大伴氏 平群氏 葛城氏
146 仏教を日本に公式に伝えた聖明王はどこの国の王であったか。 百済 新羅 高句麗 隋
147 臨済宗の京都五山に属するものはどれか。 天竜寺 建長寺 円覚寺 寿福寺
148 宇治市にある平等院鳳凰堂の本尊である阿弥陀如来像を制作したのは誰か。 定朝 鞍作鳥 運慶 左甚五郎
149 天平文化に属する塑像はどれか。 東大寺執金剛神像 唐招提寺鑑真像 興福寺阿修羅像 東大寺大仏
150 東大寺南大門金剛力士像をつくったのは誰か。 運慶 康勝 康弁 定慶
151 白鳳様式の金堂仏は、現在何寺仏頭と呼ばれているか。 興福寺 東大寺 薬師寺 法隆寺
152 平安時代後期、仏像の大量生産の必要に応じて定朝が完成させた仏像制作の技法は何か。 寄木造 合掌造 一木造 姿造り
153 安土桃山時代に侘茶を大成した人物は。 千利休 村田珠光 武野紹鴎 古田織部
154 ヴァリニャーニが伝えた活字印刷術による出版物を何というか。 天草版 大内版 慶長勅版 五山版
155 活字印刷技術を使って日本で最初につくられた日刊新聞はどれか。 横浜毎日新聞 郵便報知 時事新報 万朝報
156 聖徳太子と関係ないのはどれか。 公地公民制 『天皇記』編纂 冠位十二階 十七条憲法
157 白鳳文化に属するものはどれか。 法隆寺金堂壁画 法隆寺夢殿 法隆寺釈迦三尊象 広隆寺弥勒菩薩像
158 「あめりか物語」を著し「三田文学」を主催した作家とは誰か。 永井荷風 谷崎潤一郎 芥川龍之介 江戸川乱歩
159 751年に編纂された現存最古の漢詩集は何か。 懐風藻 万葉集 精霊集 古今和歌集
160 646年に孝徳天皇の名で出された命令は何か。 改新の詔 平城京遷都の詔 大仏造立の詔 国分寺建立の詔
161 668年に定められたとされるわが国最初の法典を何というか。 近江令 養老令 大宝令 飛鳥浄御原令
162 刑部親王・藤原不比等によって701年に完成された法典は何か。 大宝律令 養老律令 近江令 飛鳥浄御原令
163 五箇条の誓文の説明として誤っているものはどれか。 大久保らが起草 天皇が神々に誓う 公議世論の尊重 開国和親
164 大日本帝国憲法が模範としたのはどこの国の憲法か。. プロシア イギリス フランス イタリア



165 天武天皇が編纂を開始し、持統天皇が689年に施行した法令は何か。 飛鳥浄御原令 近江令 大宝令 養老令
166 明治政府に招かれ、刑法、民法等を起草したのは誰か。 ボアソナード コンドル ヘボン マッカーサー
167 律令体制の律は現在の法律の何にあたるか。 刑法 商法 行政法 労働法
168 律令体制の令は現在の法律の何にあたるか。 行政法 刑法 憲法 労働法
169 1860年、江戸の問屋を保護するために５品は必ず江戸の問屋を経由するよう幕府が命じた、「五品（ごひん米 雑穀 水油 ろう
170 二度にわたる「元寇」とは、「文永の役」ともうひとつ何か。 弘安の役 弘文の役 弘法の役 弘告の役
171 660年に唐と新羅の連合軍が滅ぼした国はどこか。 百済 高句麗 任那 伽耶
172 663年に倭軍が唐・新羅の連合軍に大敗した戦いは何か。 白村江の戦い 鴨緑江の戦い 漢江の戦い 錦江の戦い
173 関税自主権を回復し、開国約60年後にしてやっと条約改正に成功した外務大臣は誰か。 小村寿太郎 青木周蔵 大隈重信 桂太郎
174 西洋列強との不平等条約の一つである領事裁判権（治外法権）が撤廃されたのはどの外務大臣の時か。陸奥宗光 小村寿太郎 井上馨 伊藤博文
175 平清盛が大輪田泊を修築するなどして、力を注いだのは何か。 日宋貿易 日清貿易 日朝貿易 日明貿易
176 勅許を得られないまま日米修好通商条約の締結を強行した人物は誰か。 井伊直弼 徳川慶喜 堀田正睦 安藤信正
177 通商条約締結の結果、貿易の中心となったのはどれか。 横浜 江戸 大阪 神戸
178 日米修好通商条約締結の結果開港したものでないのはどれか。 下田 神戸 横浜 新潟
179 日米修好通商条約を締結したときの老中は誰か。 堀田正睦 井伊直弼 川路聖謨 阿部正弘
180 日米修好通商条約を締結するための勅許を幕府が求めた際の天皇は誰か。 孝明天皇 光格天皇 仁孝天皇 明治天皇
181 日米和親条約が不平等であった点はどれか。 片務的最恵国待遇の供与 領事裁判権の承認 関税自主権の欠如 居留地貿易
182 日米和親条約交渉の幕府の責任者は誰か。 阿部正弘 井伊直弼 川路聖謨 堀田正睦
183 日米和親条約で開港されたのはどれか。 下田 長崎 神奈川 兵庫
184 日米和親条約により最初に下田に駐在したアメリカ総領事は誰か。 ハリス ペリー モース ヒュースケン
185 日米和親条約はどこで調印されたか。 神奈川 長崎 浦賀 江戸
186 日明貿易において、遣明船が持参を義務付けられた証票を何というか。 勘合 日明 割勘 日満
187 日露戦争で日本とロシアが海戦をくりひろげたのはどこか。 対馬沖 台湾沖 千島列島沖 ミッドウェー島沖
188 日清戦争で行われた戦闘でないものはどれか。 日本海海戦 北清事変 黄海海戦 豊島沖海戦
189 日清戦争の講和条約における清国の賠償金の額はおよそいくらだったか。 ３億円 １億円 ２億円 ４億円
190 二度の元寇を迎え撃った執権は誰か。 北条時宗 北条時政 北条泰時 北条貞時
191 日本が諸外国と結んでいた不平等条約を改正すべく、日本の欧化政策を押し進めた外務大臣は誰か。 井上馨 岩倉具視 寺島宗則 井上毅
192 幕末、日本は何カ国と通商条約を結んだか。 ５カ国 ３カ国 ４カ国 ６カ国
193 幕末、日本は何カ国と和親条約を結んだか。 ４カ国 ３カ国 ５カ国 ６カ国
194 幕末の激しい攘夷運動の例ではないものはどれか。 フェートン号事件 生麦事件 東禅寺事件 イギリス公使館焼打ち事件
195 第１次世界大戦後、パリ講和会議で結ばれた条約はどれか。 ヴェルサイユ条約 パリ条約 ベルリン条約 ウィーン条約
196 高句麗の皇大王碑の碑文によると、大和朝廷軍が高句麗と交戦したのは何世紀末か。 4世紀末 2世紀末 3世紀末 5世紀末
197 雄略天皇とされる倭王武が中国に朝貢したのは何世紀ごろか。 5世紀後半 4世紀後半 6世紀後半 7世後半
198 老中阿部正弘が推し進めた安政の改革にあてはまらないのはどれか。 江戸・築地に魚市場設置 江戸湾にお台場設置 伊豆韮山代官が反射炉建設 長崎に海軍伝習所設置
199 ワシントン海軍軍縮条約で定められた英・米・日の主力艦保有率は次のどれか。 ５対５対３ ５対５対５ ７対５対３ ７対７対５
200 1837年に起こったモリソン号事件のあと、幕府の外国船打ち払い政策を批判した『戊戉夢物語』を書いた蘭高野長英 大槻玄沢 佐久間象山 渡辺崋山
201 石上宅嗣は自宅に仏典以外の書物を所蔵する図書館を開いたがこれを何と呼ぶか。 芸亭 金沢文庫 足利学校 綜芸種智院
202 鎌倉幕府評定衆を長く務めたが、学問が好きで、和漢の貴重書を多数蒐集したのは誰か。 北条実時 源実朝 北条時房 北条高時
203 失明したが和学講談所という学問所を設立し群書類従を編集したのは誰か。 塙保己一 平田篤胤 本居宣長 契沖
204 将軍吉宗の諮問に答えて著した『政談』の中で武士土着論を説いた人は誰か。 荻生徂徠 安井算哲 伊藤東涯 新井白石
205 杉田玄白・前野良沢に学んだ蘭医は誰か。 大槻玄沢 華岡青洲 宇田川玄随 稲村三伯
206 次のうち蘭学者でないのは誰か。 鳥居耀蔵 青木昆陽 鷹見泉石 小関三英
207 中村正直が翻訳したスマイルズの「セルフヘルプ」の書名はどれか。 西国立志編 民約訳解 西洋事情 天賦人権論
208 奈良時代唐に渡った経済史、兵法に通じた学者政治家は誰か。 吉備真備 阿部仲麻呂 藤原清河 石上宅嗣
209 福沢諭吉の著作ではないものはどれか。 自由之理 文明論の概略 西洋事情 学問のすすめ
210 北条実時が創立した金沢文庫は現在の何県にあるか。 神奈川県 静岡県 石川県 栃木県
211 明六社の社員ではない人物は誰か。 中江兆民 福沢諭吉 森有礼 中村正直
212 森有礼が発議し、明治６年に創立された啓蒙思想団体はどれか。 明六社 六・三社 明創社 明治思想社
213 湯島聖堂を建てるなど儒教を重視した徳川五代将軍はだれか。 綱吉 家斉 家康 家茂
214 吉野作造提唱のデモクラシー思想とはどれか。 民本主義 民主主義 三民主義 人民人報
215 1869年に北海道開発のために設けられた役所はどれか。 開拓使 札幌庁 北海道庁 工部省
216 国司の命令で年間60日を限度に奉仕する労役は何か。 雑徭 租 庸 調
217 国立銀行の設立を勧めた人物は誰か。 渋沢栄一 田中義一 大隈重信 江藤新平
218 政府が官営模範工場として設立した製糸工場とはどこにあったか。 富岡 水戸 長崎 大阪
219 政府が軍事輸送の確保のために保護した、岩崎弥太郎の財閥とはどれか。 三菱 安田 三井 住友
220 鉄道や炭坑・長崎造船所などの官営事業を担当した役所はどれか。 工部省 内務省 逓信省 大蔵省



221 鉛製活字を量産して印刷技術を発展させた人物は誰か。 本木昌造 西村茂樹 加藤弘之 仮名垣魯文
222 郵便制度を建議した人物は誰か。 前島密 西周 副島種臣 後藤象二郎
223 律令制度における田地に課せられる税は何か。 租 庸 調 雑徭
224 律令制度における都での労役10日または布２丈６尺を課す税は何か。 庸 租 調 雑徭
225 相沢忠洋によって発見され、旧石器時代解明の端緒となった群馬県の遺跡はどれか。 岩宿遺跡 大森貝塚 登呂遺跡 吉野ヶ里遺跡
226 大森貝塚を発見した米国人動物学者で御雇外国人は誰か。 モース ベルツ ナウマン ベンツ
227 高句麗の影響を受けた人物・四神図などの壁画を持つ古墳はどれか。 高松塚古墳 藤ノ木古墳 大山陵古墳 箸墓古墳
228 縄文時代晩期の水田が発見されている福岡県の遺跡はどれか。 板付遺跡 荒神谷遺跡 唐古・鍵遺跡 宇津木遺跡
229 石室に「獣頭人身像」が複数描かれていることがわかった古墳はどれか。 キトラ古墳 藤ノ木古墳 高松塚古墳 箸墓古墳
230 日本が百余国にわかれていると言う記事を載せている中国の歴史書はどれか。 「漢書」地理志 「後漢書」東夷伝 「魏志」倭人伝 「宋書」倭国伝
231 邪馬台国の盟主とされ、魏に朝貢し「親魏倭王」の称号を得たのは誰か。 卑弥呼 壹与 小野妹子 推古天皇
232 弥生時代に用いられた青銅器祭器のうち、瀬戸内海中部を中心に分布するものはどれか。 平形銅剣 銅鉾 銅鐸 銅鏡
233 弥生土器の名称の由来となった、弥生町向ヶ岡貝塚がある現在の都道府県はどれか。 東京 千葉 栃木 神奈川
234 明治時代の沖縄について不適切なものは次のどれか。 本土と互角の経済力 沖縄県（琉球藩）の設置を強行 清国は沖縄県の設置を認めなかった 尚泰を琉球藩王に任命
235 台湾出兵の説明として不適切なものは次のどれか。 日朝修交条規が締結された 清国は賠償金を支払った 琉球漂流民殺害事件が原因 軍人や士族の圧力で政府は出兵した

236 征韓論の説明として不適切なものはどれか。 木戸孝允が征韓派 岩倉具視や大久保利通は内地整備を主張 留守政府で征韓論が承認された 征韓派は武力による開国を構想した

237 日朝修好条規の説明として不適切なものはどれか。 主権の移譲 関税の免除 釜山など３港の開港 領事裁判権
238 明治六年の政変で下野しなかったのは誰か。 大久保利通 江藤新平 板垣退助 西郷隆盛
239 民撰議院設立の建白書に加わらなかったのは誰か。 木戸孝允 後藤象二郎 江藤新平 板垣退助
240 1873〜76年にかけて起った農民反乱の原因でないものは何か。 征韓論反対 徴兵反対 地租改正反対 学制反対
241 1878年に地方制度設備のために出された法令でないものはどれか。 集会条例 府県会規則 地方税規制 郡区町村編制法
242 明治十四年の政変の説明として誤っているものはどれか。 伊藤博文が暗殺される 勅諭で10年後に国会開設 開拓使官有物払下げが契機としておこった 参議大隈重信の追放
243 大日本帝国憲法の内容として、誤っているものはどれか。 フランス憲法に範を取った 欽定憲法であった 立法・行政・司法の３権分立 元首は天皇
244 天皇大権として不適切なものはどれか。 予算編成権 統帥権 宣戦・講和締結 国防方針決定
245 貴族院の説明として、誤っているものはどれか。 権限は衆議院より上だった 権限は衆議院と対等であった 多額納税者が互選した議員がいた 世襲や互選による華族議員がいた

246 第一議会における衆議院について述べた内容として不適切なものはどれか。 有権者は人口の25% 民党が過半数を占めていた 有権者は直接国税15円以上納税者 予算・法律を審議する権限があった

247 井上馨外務卿の条約改正交渉の説明として誤っているものはどれか。 国粋主義を推進 列強と一括交渉を実施 外国人判事の採用を認める 領事裁判権撤廃を目的
248 日清戦争直前に結ばれた日英通商航海条約の説明として不適切ものはどれか。 関税自主権の完全回復 領事裁判権が撤廃される 関税を協定税率とする 陸奥宗光が外相
249 下関講和条約の説明として誤っているものはどれか。 賠償金はゼロ 遼東半島・台湾などの割譲 重慶・杭州などの開港 朝鮮の独立承認
250 下関講和条約の全権でないのは誰か。 蒋介石 陸奥宗光 李鴻章 伊藤博文
251 三国干渉に加わらなかった国はどこか。 イギリス フランス ドイツ ロシア
252 第２次山県内閣が行った政策として誤っているものはどれか。 教育勅語発令 文官任用令の改正 治安警察法の制定 地租増徴の成立
253 日英同盟の説明として不適切なものはどれか。 中国・インドの独立・領土保全の尊重 韓国における日本の利益の承認 日露戦争後に改定 １国との交戦では、中立を保つ

254 日露戦争と関係のないものはどれか。 黄海の海戦 奉天の会戦 旅順占領 日本海海戦
255 ポーツマス条約に関する説明として不適切なものはどれか。 ハルビン以北の東清鉄道を割譲 沿海州の漁業権を日本に認める 樺太の南半分を割譲 旅順・大連の租借権の譲渡
256 日露戦争後の国際情勢についての説明として誤っているものはどれか。 三国干渉が起きる カリフォルニアで日本移民排斥おこる 日英同盟が２度改定 満州や韓国利益について日露協約を締結

257 1886〜89年の企業勃興期に企業が創設されなかった産業部門はどれか。 製鉄業 鉄道 紡績業 鉱業
258 日露戦争後の重工業の発展の説明として誤っているものは次のどれか。 製鉄所はすべて国営 水力発電による遠距離送電開始 アメリカ式旋盤の完全製作に成功 造船業は世界水準に到達
259 治安警察法の説明として不適切なものはどれか。 第１次山県内閣が公布 結社・集会の届出 女性の政治・結社の参加禁止 団結権の制限
260 社会民主党の結成に加わらなかった人物は誰か。 植木枝盛 片山潜 幸徳秋水 安部磯雄
261 高橋蔵相が実施したもので不適切なものはどれか。 銀本位制実施 金兌換停止 管理通貨制度移行 金輸出再禁止
262 2・26事件についての説明として不適切なものはどれか。 犬養首相を射殺 国家改造・軍事政権の樹立が狙い 戒厳令が敷かれる 決起将校と北一輝らを処刑
263 広田弘毅内閣の時期に起らなかったものはどれか。 国体明徴声明 国策の基準策定 帝国国防方針改定 日独防共協定締結
264 近衛文麿内閣の経済統制でないものはどれか。 財閥の廃止 電力国家管理法制定 国家総動員法制定 中小企業の強制的整理
265 日中戦争中の国民生活の説明として誤っているものはどれか。 砂糖やマッチなどが専売制に 米が配給制に 七・七禁令で贅沢品の製造・販売を禁止 公定価格による価格統制令が出る

266 第二次世界大戦について、誤っているものはどれか。 フランス占領後、独ソ不可侵条約を締結 フランス・オランダはドイツが占領 阿部・米内内閣は不介入方針 独のポーランド侵攻で開始
267 第２次近衛内閣の時に起らなかった事柄はどれか。 日露協約の破棄 北部仏印進駐 日ソ中立条約締結 日独伊三国同盟の締結
268 大政翼賛会についての内容で、誤っているものは次のどれか。 労働組合が実権を握っていた 政党は解散した 近衛首相が総裁、県知事が支部長に 末端組織は隣組である
269 朝鮮などで実施された皇民化政策で行われなかったものはどれか。 和食を強要 神社参拝の強要 創氏改名実施 日本語常用の強要
270 南部仏印進駐に対して1941年の英米がとった対応ではないものをあげよ。 屑鉄の輸出 ABCD包囲陣の形成 石油の対日輸出禁止 在米日本資産の凍結
271 太平洋戦争中の説明として、誤っているものは次のどれか。 配給による日用品の安定供給が実施 いもや麦などの代用品が支給された 学童疎開が始まる 軍事工場の地方移転が行われた

272 沖縄戦の説明で誤っているものは次のどれか。 戦闘は終戦の日まで続いた 島民の10万人以上の死者 女子学生はひめゆり部隊などの看護要員 男子中学生は鉄血勤皇隊として戦闘参加

273 第二次大戦後の対日理事会を構成する４カ国に該当しない国はどこか。 ドイツ ソ連 中国 アメリカ
274 幣原喜重郎首相に示された五大改革指令に含まれないものはどれか。 皇族の逮捕 婦人解放 労働組合の結成奨励 教育の自由主義化
275 第二次大戦後に労働改革で制定された労働三法に該当しないのはどれか。 労働争議調停法 労働基準法 労働組合法 労働関係調整法
276 第二次大戦後の教育改革の説明として、誤っているものはどれか。 外国語教育の禁止 教育基本法の制定 六・三・三・四制の新学制の発足 日本史などの授業の一時禁止



277 憲法制定に基づく法律制定・改正の説明として、誤っているのはどれか。 国家警察を廃止する警察法制定 都道府県知事を公選とする地方自治法制定 戸主制度を廃止する民法改正 姦通罪を廃止する刑法改正
278 米政府の指令した経済安定九原則に該当しないものはどれか。 輸出の制限 徴税の強化 賃金の安定 財政の均衡
279 水田跡の発掘で、戦後の弥生時代研究の本格的出発になった遺跡はどこか。 登呂 吉野ヶ里 唐古 菜畑
280 日本が国際連盟から脱退するきっかけとなったのは（　　）報告書。 リットン ローズヴェルト ランシング ハル
281 天皇機関説を唱えて、貴族院で批判され議員を辞職した憲法学者は誰か。 美濃部達吉 上杉慎吉 森戸辰男 滝川幸辰
282 議会の承認なしに戦争に必要な物資・労働力を動員する権限を政府に与える法律を何というか。 国家総動員法 国民精神総動員運動 重要産業統制法 強制連行法
283 1941年12月の日米開戦を行った内閣はどれか。 東条英機内閣 小磯国昭内閣 第３次近衛文麿内閣 米内光政内閣
284 開戦と同時に日本が攻撃したのはどこか。 真珠湾 レイテ島 サイパン島 ミッドウェー
285 ドイツ降伏の３ヶ月後にソ連の対日参戦などが決められた会議は何か。 ヤルタ会談 ミュンヘン会談 ポツダム会談 エジプト会談
286 日本占領の最高機関としてワシントンに設置された組織を何というか。 極東委員会 対日理事会 統合参謀本部 信託統治理事会
287 東条英機らA級戦犯容疑者を裁く裁判を何というか。 東京裁判 懲罰裁判 極東裁判 横浜裁判
288 1940年に反軍演説を行い議会を追われた民政党代議士は誰か。 斎藤隆夫 鳩山一郎 石橋湛山 石原莞爾
289 中国・東南アジアの欧米支配排除と、日本中心の体制確立は何か。 大東亜共栄圏 門戸開放 東亜連盟 国策の基準
290 日本の大陸政策を批判し、右翼の攻撃で東京帝大を辞職した学者は誰か。 矢内原忠雄 津田左右吉 和辻哲郎 新渡戸稲造
291 松岡洋右が1941年にモスクワで締結した条約は何か。 日ソ中立条約 日ソ基本条約 日露和親条約 日露協約
292 田地開墾を促すために、723年一定期間にわたって開墾地の保有を認めた法を何と言うか。 三世一身法 墾田永年私財法 加墾禁止令 百万町歩開墾計画
293 743年、開墾地の私有を永続的に認める法を出しているがこの法は何か。 墾田永年私財法 三世一身法 加墾禁止令 百万町歩開墾計画
294 奈良時代の平城京を中心とした高度な貴族文化を何というか。 天平文化 飛鳥文化 白鳳文化 弘仁・貞観文化
295 稗田阿礼が暗誦した「帝紀」「旧辞」を太安万侶が筆録した歴史書は何か。 古事記 日本書紀 天皇記 風土記
296 720年、舎人親王を中心に漢文編年体で編纂された歴史書は何か。 日本書紀 天皇記 風土記 古事記
297 平安遷都〜9世紀末までの文化を嵯峨・清和天皇期の年号から何と言うか。 弘仁・貞観文化 天平文化 国風文化 鎌倉文化
298 弘仁・貞観文化の勅撰漢詩文集として、適当でないものを選べ。 性霊集 凌雲集 経国集 文華秀麗集
299 804年に入唐し天台宗を日本に伝え、比叡山延暦寺を開いた僧侶は誰か。 最澄 円仁 円珍 空海
300 空海が嵯峨天皇から賜った平安京内の寺院はどこか。 教王護国寺 園城寺 室生寺 三井寺
301 弘仁・貞観文化に属する仏像として適当でないものを選べ。 平等院鳳凰堂阿弥陀如来像 室生寺金堂釈迦如来像 薬師寺僧形八幡神像 観心寺如意輪観音像
302 弘仁・貞観文化に属する絵画・絵師として適当でないものを選べ。 薬師寺吉祥天像 百済河成 神護寺両界曼荼羅 園城寺不動明王像
303 弘仁・貞観文化に属する唐風書道の名手である三筆として適当でない人物は誰か。 小野道風 嵯峨天皇 橘逸勢 空海
304 9・10世紀に、天皇との結びつきを強化し、政権を握ったのは何家か。 藤原北家 藤原南家 藤原式家 藤原京家
305 北家の藤原冬嗣が、嵯峨天皇の信任を得て就任した役職を選べ。 蔵人頭 摂政 関白 征夷大将軍
306 承和の変で伴健岑や橘逸勢らの勢力を退けた、藤原北家の人物は誰か。 藤原良房 藤原冬嗣 藤原基経 藤原時房
307 現存する天平建築のうち、もと平城宮の朝集殿であった建物はどれか。 唐招提寺講堂 法隆寺伝宝院 東大寺正倉院 東大寺法華堂
308 仏像の製法で、木を芯として粘土で塗固めた技法を何と呼ぶか。 塑像 金銅像 木像 乾漆像
309 次のなかから塑像の製法技法でない仏像を選べ。 東大寺法華堂不空羂索観音 東大寺法華堂日光像 東大寺戒壇院四天王像 新薬師寺十二神像
310 原型の上に麻布を漆で塗り固め、あとで原型を抜き取る技法を何と言うか。 乾漆像 金銅像 塑像 木像
311 天智系皇統の光仁天皇と渡来系氏族の高野新笠を父母に持つ天皇は誰か。 桓武天皇 称徳天皇 平城天皇 嵯峨天皇
312 藤原良房が幼少の清和天皇の外祖父としてつとめた役職は何か。 摂政 関白 征夷大将軍 蔵人頭
313 藤原良房による、866年の他氏排斥事件を何というか。 応天門の変 薬子の変 阿衡の紛議 安和の変
314 884年、臣下で初めて関白となった人物は誰か。 藤原基経 藤原冬嗣 藤原良房 藤原時房
315 884年に藤原基経が関白に就任した時の天皇は誰か。 光孝天皇 清和天皇 宇多天皇 醍醐天皇
316 宇多天皇が藤原基経の死後、登用した人物は誰か。 菅原道真 橘逸勢 橘広相 源信
317 菅原道真は901年に右大臣から大宰権帥に左遷されたがその時の天皇は誰か。 醍醐天皇 光孝天皇 清和天皇 宇多天皇
318 醍醐天皇による親政は、後世、天皇政治の理想とされたが何と呼ばれたか。 延喜の治 弘仁の治 天暦の治 寛平の治
319 醍醐天皇の時代に律令制土地制度の復興をめざして出された法令は何か。 延喜の荘園整理令 延久の荘園整理令 寛徳の荘園整理令 天暦の荘園整理令
320 醍醐天皇の時代に編纂された最初の勅撰和歌集はどれか。 古今和歌集 新古今和歌集 万葉集 和漢朗詠集
321 後世、天皇政治の理想とされた天暦の治を行った天皇は誰か。 村上天皇 宇多天皇 醍醐天皇 一条天皇
322 天皇は仏教政治排斥と天皇権力強化のために784年にどこに遷都したか。 長岡京 恭仁京 難波京 平安京
323 802年に蝦夷で起きた乱を鎮圧した征夷大将軍は誰か。 坂上田村麻呂 紀古佐美 阿倍比羅夫 文室綿麻呂
324 国司交代の際の事務引き継ぎを監視するために設置された役職は何か。 勘解由使 蔵人頭 検非違使 健児
325 810年、嵯峨天皇が対立していた兄の平城上皇、藤原仲成・薬子を排除した事件を何というか。 薬子の変 承和の変 応天門の変 安和の変
326 薬子の変で嵯峨天皇が藤原冬嗣らを任命した秘書官としての役割は何か。 蔵人頭 勘解由使 検非違使 健児
327 甥と摂関家の主導権を争い、４人の娘を歴代天皇に入内させたのは誰か。 藤原道長 藤原兼通 藤原兼家 藤原伊周
328 藤原道長の息子で３代の天皇の時代、約50年にわたって摂政・関白を務めたのは誰か。 藤原頼通 藤原伊周 藤原道兼 藤原教通
329 遣唐使の中止を建議したのは誰か。 菅原道真 藤原時平 橘逸勢 大江匡房
330 遣唐使中止を受けて10世紀に生み出された日本独自の文化を選びなさい。 国風文化 天平文化 弘仁・貞観文化 院政期の文化
331 905年に編纂された最初の勅撰和歌集の編者は誰か。 紀貫之 藤原定家 西行 藤原公任
332 次の作品のなかで、かな物語でないものを選びなさい。 平家物語 竹取物語 伊勢物語 源氏物語



333 清少納言の作品を選びなさい。 枕草子 土佐日記 蜻蛉日記 方丈記
334 最初のかな日記である「土佐日記」の作者は誰か。 紀貫之 和泉式部 紫式部 源高明
335 現世の不安を逃れ、来世での極楽浄土への往生を願う教えは何か。 浄土教 浄土宗 浄土真宗 薬師信仰
336 浄土教の教えで極楽浄土へ導いてくれるとして信仰の対象となった仏はどれか。 阿弥陀如来 彌勒菩薩 釈迦如来 大日如来
337 『往生要集』の作者は誰か。 源信 空也 法然 親鸞
338 白木造・檜皮葺など日本風の建築様式を用いた貴族の住宅を何というか。 寝殿造 大仏様 禅宗様 書院造
339 次の中から初期の大和絵の画家を選びなさい。 巨勢金岡 土佐光信 藤原佐理 小野道風
340 漆を塗った上に金・銀などの金属粉を蒔きつけて絵模様を表す技法は何か。 蒔絵 似絵 濃絵 大和絵
341 平等院鳳凰堂本尊の阿弥陀如来像の制作手法を何というか。 寄木造 金銅造 一木造 乾漆造
342 往生を願う人を迎えるために仏が降臨する場面を示した図を何と呼ぶか。 阿弥陀来迎図 金剛界曼荼羅 胎蔵界曼荼羅 珍相
343 任国に赴任する国司最上席者を何というか。 受領 重任 遥任 成功
344 荘園領主の権威により、政府に承認させた租税免除の特権を何というか。 不輸 輸租田 不入 検田権
345 桓武平氏で、939年に東国の大半を占領し、新皇と称した人物は誰か。 平将門 平貞盛 平忠常 平清盛
346 元伊予国司で939年に瀬戸内海の海賊を率いて反乱を起こした人物は誰か。 藤原純友 源経基 小野好古 藤原隆家
347 平将門の乱と藤原純友の乱を総称して何というか。 承平・天慶の乱 前九年の役 後三年の役 刀伊の来襲
348 1019年、大宰権帥が撃退した女真族による九州北部への襲撃を何というか。 刀伊の来襲 前九年の役 承平・天慶の乱 後三年の役
349 1019年、刀伊の来襲を撃退した大宰権帥は誰か。 藤原隆家 藤原純友 源経基 小野好古
350 陸奥の豪族安倍氏の乱を源頼義とその子義家が鎮圧した戦いを何というか。 前九年の役 刀伊の来襲 承平・天慶の乱 後三年の役
351 陸奥・出羽に勢力を持つ清原氏の内紛に源義家が介入した戦いは何か。 後三年の役 刀伊の来襲 承平・天慶の乱 前九年の役
352 後三年の役で勝利し、以後約100年に渡り奥州を支配した奥州藤原氏の初代は誰か。 藤原清衡 藤原道長 藤原頼通 藤原秀衡
353 荘園の耕地の大部分は田堵に割り当てられたが、彼らは後に何と呼ばれるようになったか。 名主 作人 遥任 下人
354 1086年に院政を行った人物は誰か。 白河上皇 鳥羽上皇 後白河上皇 後三条天皇
355 奥州藤原氏が根拠地としたのはどこか。 平泉 秋田 多賀城 胆沢城
356 1159年の平治の乱で平清盛に敗れ、滅ぼされた源氏の嫡流は誰か。 源義朝 源為朝 源義親 源為義
357 平清盛が1167年に武士として初めて昇任した官職は何か。 太政大臣 摂政 関白 左大臣
358 平清盛は娘が生んだ子が即位したことで外戚になったが、その天皇の名前は何か。 安徳天皇 崇徳天皇 二条天皇 近衛天皇
359 北条氏によって滅ぼされた侍所の別当は誰か。 和田義盛 三浦義澄 三善康信 大江広元
360 白河上皇が軍事力強化策として設置した組織は何か。 北面の武士 六波羅探題 京都守護 惣追捕使
361 1221年の承久の乱で、上皇が追討の対象にしたのは誰か。 北条義時 源実朝 藤原頼経 和田義盛
362 1221年の承久の乱後順徳上皇が配流されたところはどこか。 佐渡 隠岐 壱岐 対馬
363 1232年に御成敗式目を制定したのは誰か。 北条泰時 北条時政 北条義時 北条時頼
364 1285年の霜月騒動で滅ぼされた有力御家人は誰か。 安達泰盛 竹崎季長 三浦泰村 平頼綱
365 中世の交通の要衝で、商品の中継、委託販売や運送業を行う者を何というか。 問丸 寄人 借上 行商人
366 親鸞の教団はやがて浄土真宗となるが、浄土真宗の中心寺院はどこか。 本願寺 久遠寺 建仁寺 永平寺
367 日蓮が鎌倉幕府の要人に自己の考えの採用を迫った著作はどれか。 立正安国論 正法眼蔵 教行信証 興禅護国論
368 戒律を重んじ、奈良に病人救済のための施設を建てた僧は誰か。 忍性 叡尊 貞慶 明恵
369 慈円が道理による歴史解釈をこころみた著作はどれか。 愚管抄 十訓抄 禁秘抄 歎異抄
370 新古今和歌集の撰修を命じたのは誰か。 後鳥羽上皇 後白河上皇 伏見天皇 嵯峨天皇
371 大覚寺統と持明院統との分裂はある上皇の死がきっかけだが、何上皇か。 後嵯峨 亀山 花園 後深草
372 大覚寺統は何天皇の流れをくむ皇統か。 亀山 後深草 伏見 光厳
373 後醍醐天皇が即位した時期の鎌倉幕府の得宗は誰か。 北条高時 北条時宗 北条時行 北条貞時
374 関東で挙兵して鎌倉を攻略し、鎌倉幕府を滅ぼした上野国の御家人は誰か。 新田義貞 楠木正成 足利高氏 赤松則村
375 足利尊氏が建武政権から離反するきっかけとなった事件はどれか。 中先代の乱 土岐康行の乱 湊川の戦 観応の擾乱
376 1336年、京都を制圧した足利尊氏が擁立した天皇は誰か。 光明 亀山 花園 光厳
377 1391年の明徳の乱で滅ぼされた有力守護大名は誰か。 山名氏清 赤松満祐 土岐康行 大内義弘
378 1399年の応永の乱で滅ぼされた有力守護は誰か。 大内義弘 山名氏清 赤松満祐 土岐康行
379 1467年の応仁の乱の一因となる８代将軍足利義政の継嗣争いは誰と誰か。 義視と義尚 義勝と義尚 義昭と義視 義昭と義輝
380 加賀の一向一揆で、門徒が倒した加賀国守護は誰か。 富樫政親 畠山政長 斯波義廉 細川政元
381 足利尊氏の帰依を受けて、臨済宗発展の基礎を築いた僧は誰か。 夢窓疎石 無学祖元 一休宗純 蘭渓道隆
382 五山文化として発展したもので誤っているものはどれか。 古今伝授 水墨画 作庭技術 五山版
383 北山文化に属する初期の水墨画の作品「瓢鮎図」を描いた禅僧は誰か。 如拙 明兆 周文 雪舟
384 観阿弥・世阿弥父子を保護し、猿楽の完成に深く関与した権力者は誰か。 足利義満 後醍醐天皇 足利尊氏 一条兼良
385 世阿弥が著した能楽の理論書は何か。 風姿花伝 応安新式 申楽談儀 花鏡
386 日本的な水墨画を完成させた雪舟の作品に該当しないものはどれか。 寒山拾得図 秋冬山水図 四季山水図巻 天橋立図
387 小歌の歌集として編集されたものはどれか。 閑吟集 節用集 菟玖波集 犬筑波集
388 宗祇が編集した俳諧連歌の歌集はどれか。 新撰菟玖波集 閑吟集 菟玖波集 犬筑波集



389 「坂東の大学」と呼ばれた足利学校を再興したのは誰か。 上杉憲実 足利基氏 足利持氏 上杉禅秀
390 明治維新を象徴するものではないのはどれか。 民族自決 富国強兵 文明開化 殖産興業
391 教派神道ではないものをあげよ。 復古神道 天理教 金光教 黒住教
392 明治初期のキリスト教の布教に関わらなかった人物は誰か。 ベルツ ヘボン ジェーンズ フルベッキ
393 キリスト教の普及にかかわった日本人として誤っているのは誰か。　 伊藤博文 新渡戸稲造 海老名弾正 内村鑑三
394 教育に関する勅語の教育理念に含まれていないものはどれか。 尊王攘夷 家族的国家観 儒教的な道徳思想 忠君愛国
395 ロマン主義の文学者として誤っているのは次の誰か。 夏目漱石 島崎藤村 与謝野晶子 北村透谷
396 自然主義の文学者として誤っているのは次の誰か。 芥川龍之介 徳田秋声 田山花袋 国木田独歩
397 明治の近代歌舞伎を広めた人物として誤っているのは誰か。 小山内薫 市川団十郎 河竹黙阿弥 尾上菊五郎
398 第１次山本権兵衛内閣についての説明で誤っているものはどれか。 陸軍２個師団増設を実施 文官任用令の緩和 軍部大臣現役武官制の改正 シーメンス事件がおこった
399 二十一カ条の要求についての説明として誤っているものは何か。 日本軍の中国駐留 南満州の権益強化 山東省のドイツ権益継承 福建省に関する日本の権利の確認

400 寺内内閣時代の出来事として誤っているものはどれか。 中国からの撤兵 ロシア革命 米騒動 憲政会が成立
401 第一次大戦で発展した産業の説明として誤っているものはどれか。 重工業の没落 船成金発生 海運業発展 鞍山製鉄所設置
402 原敬内閣がとった政策で誤っているものは何か。 軍の解体 小選挙区制実施 高等教育拡充 鉄道拡充
403 国際連盟の説明として誤っているものはどれか。 日米は常任理事国 民族自決 本部はジュネーブ ウィルソン提唱
404 五・四運動の説明として誤っているものは次のどれか。 日本は朝鮮半島を放棄 北京の学生運動が発端 中国はヴェルサイユ条約調印を拒否 山東半島の返還要求
405 太平洋の平和に関して結ばれた四カ国条約に参加しなかった国はどこか。 ドイツ フランス イギリス アメリカ
406 関東大震災の説明として誤っているものは何か。 死者20万人以上 朝鮮人虐殺事件が頻発 大杉栄らを殺害した亀戸事件がおこった 決済不能の震災手形へ特別融資

407 普通選挙法の説明として誤っているものはどれか。 20才以上はみな選挙権を持っている 所得制限の撤廃 選挙権は25歳以上であった 人口20%程度が有権者になった

408 治安維持法の説明として誤っているものはどれか。 勅命によって成立 国体の変革を目指す者を対象 田中内閣で最高刑が死刑に引き上げ 私有財産制を否定する者を対象

409 第一次世界大戦後の都市の生活様式について、誤っているものはどれか。 高級車の普及 トンカツやカレーの普及 洋服の大流行 百貨店での買い物
410 第一次世界大戦後に流行しなかったものはどれか。 白黒テレビ レコード ラジオ放送 トーキー映画
411 原内閣で公布された大学令で、設置が認められなかった大学はどこか。 短期大学 私立大学 単科大学 公立大学
412 『新思潮』に参加した芥川龍之介の作品でないものはどれか。 こころ 羅生門 河童 鼻
413 田中義一内閣がとった政策として、誤っているものはどれか。 南部仏印進駐 日銀が巨額の緊急融資を行っ山東出兵 モラトリアムを出す
414 金融恐慌後、銀行法により貯金が集中した五大銀行でない銀行はどれか。 東海 安田 第一 住友
415 浜口雄幸内閣がとった経済政策の説明として誤っているものはどれか。 銀本位制 産業の合理化 緊縮財政 金解禁
416 昭和恐慌の説明として誤っているものはどれか。 労働争議の減少 企業の倒産 賃金引き下げ 正貨の大量流出
417 ロンドン軍縮条約締結の反対勢力として、誤っているものは次のどれか。 民政党 枢密院 海軍軍令部 政友会
418 満州事変についての説明で誤っているものはどれか。 昭和天皇は戦線拡大を支持 関東軍は満州主要地域を占領 溥儀を執政にした 柳条湖での南満州鉄道爆破事件が契機

419 江戸幕府が重要として直轄した都市に該当していないのはどこか。 平戸 長崎 堺 大坂
420 次の奉行のうち、三奉行に入っていないのはどれか。 道中奉行 町奉行 寺社奉行 勘定奉行
421 紫衣事件の説明として適当でないものはどれか。 天皇の勅許が幕府の法度より優先 御水尾天皇の紫衣着用勅許が契機 これにより御水尾天皇が譲位 大徳寺の沢庵らが処罪された

422 次のうち、村役人である村方三役に該当しないものはどれか。 本百姓 名主 百姓代 組頭
423 江戸時代の村の説明として誤っているものはどれか。 村の運営は惣法に基づいた 村入用を町民が共同負担 村請制による年貢・諸役の割当・収納 村民は数戸ずつの五人組に編成

424 町を運営した町人の代表として適当でないものはどれか。 年行司 （町）名主 月行司 町年寄
425 江戸時代の身分秩序についての説明として誤っているものはどれか。 女性も家督相続の権利を持っていた 武士は苗字・帯刀などの特権があった えた・非人は賎視の対象 戸主の権限が強く、長子相続
426 朱印船貿易で活躍した商人として該当しないものはどれか。 河村瑞賢 茶屋四郎次郎 角倉了以 末吉孫左衛門
427 長崎貿易に関する説明として誤っているものはどれか。 貿易当初は輸入増加で銅が流失 長崎奉行が出島を監視 オランダ商館長はオランダ風説書を提出 清国人の居住地は唐人屋敷に限定

428 幕府と朝鮮との講和が実現した際、仲介となって条約を結んだのは何氏か。 宗 島津 蠣崎 松前
429 京都の桂離宮に代表される建築様式を何というか。 数寄屋造 権現造 書院造 武家造
430 霊廟建築が流行して用いられた権現造りの代表例は次のうちどれか。 日光東照宮 修学院離宮 清水寺本堂 万福寺大雄宝殿
431 幕府の御用絵師となった寛永期の狩野派の代表は誰か。 狩野探幽 狩野永徳 狩野正信 狩野山楽
432 文禄・慶長の役を機に毛利氏が始めた陶磁器はどれか。 萩焼 薩摩焼 平戸焼 高取焼
433 磁器をつくった有田において赤絵の技法を完成させた人物は誰か。 酒井田柿右衛門 俵屋宗達 京都の貞徳 本阿弥光悦
434 ４代将軍家綱の時期の施策として適当でないものはどれか。 末期養子の禁止 殉死の禁止 大名への領地宛行状の発給 かぶき者の取締りの強化
435 幕府の財政破綻を招く大きな要因である1657年に起ったことは何か。 明暦の大火 寛永の飢饉 富士山の大噴火 大嘗祭の復活
436 正徳の政治において、天皇家との結びつきを深めた出来事とは何か。 閑院宮家の創設 尊号一件 禁裏御料の増加 朝廷儀式の復興
437 正徳の政治の時の朝鮮通信使の説明として誤っているものはどれか。 「日本国王」を「日本国大君殿家宣就任時、朝鮮通信使が派使節待遇を簡素化した 将軍の地位を明確にした
438 醸造業における特産地と特産品の組み合わせとして誤っているのはどれか。 池田＝醤油 伏見＝酒 野田＝醤油　 灘＝酒
439 五街道のうち「新居」という関所が設けられた街道はどれか。 東海道 日光道中 甲州道中 中山道
440 脇街道の例として適当でないものはどれか。 奥州道中 長崎街道 北国街道 伊勢街道
441 初期豪商と呼ばれる人として適当でないのは誰か。 山田長政　 茶屋四郎次郎 角倉了以 今井宗薫
442 京都の特色を示している説明として誤っているものはどれか。 人口１００万人 天皇居住地 大商人の本拠地 本寺・本山が多数存在
443 元禄文化の特色の説明として誤っているものはどれか。 文学は江戸の町人文芸が中心 実証主義の古典研究・自然科学が発達 儒学が奨励され政治と結合 現世を浮き世と見る現実的文学が発生

444 井原西鶴の作品として誤っているものはどれか。 武家事紀 好色一代男 日本永代蔵 世間胸算用



445 松尾芭蕉の作品として誤っているものはどれか。 おらが春 笈の小文 猿蓑 奥の細道
446 上下の身分秩序を重視する朱子学の思想の基礎となった考え方とは何か。 大義名分論 尊王論 知行合一 経世論
447 山崎闇斎が神道を儒教流に解釈して説いた神道とは何か。 垂加神道 伊勢神道 吉川神道 唯一神道
448 明の陽明学を日本にとり入れた日本陽明学の祖とは誰か。 中江藤樹 王陽明 熊沢蕃山 野中兼山
449 山鹿素行が古代の聖賢への立ち戻りを主張し赤穂配流となった書は何か。 聖教要録 古事記伝 中朝事実 武家事紀
450 伊東仁斎・東涯父子が京都堀川に開いた私塾はどれか。 古義堂 藤樹書院 聖堂学問所 鳴滝塾
451 新井白石が朝廷や武家政権の推移を段階的に時代区分した書とは何か。 読史余論 本朝通鑑 折りたく柴の記 古史通
452 和歌を道徳的に解釈する従来の説を批判した契沖が研究した古典は何か。 万葉集 古今和歌集 古事記 枕草子
453 装飾性に富む画法で琳派を起こした人物とは誰か。 尾形光琳 俵屋宗達 住吉如慶 土佐光起
454 享保の改革の財政再建に関する説明として誤っているものはどれか。 定免法を改め検見法を採用し倹約令を出し支出を抑制 新田開発の奨励 大名に対して上げ米を実施し参勤交代を緩和

455 老中田沼意次が実権を握った田沼時代の時の10代将軍は誰か。 徳川家治 徳川家慶 徳川家重 徳川家斉
456 11代将軍家斉の補佐として老中に就任し、寛政の改革を行ったのは誰か。 松平定信 水野忠邦 田安宗武 松平信明
457 寛政の改革で正業のないものに資金を与え帰村を奨励した法令は何か。 旧里帰農法 人返しの法 赤子養育法 棄捐令
458 寛政の改革における施策として誤っているものはどれか。 株仲間の解散 人足寄場の設置 七分積金 棄捐令
459 寛政異学の禁で当初寛政の三博士と呼ばれた儒官に該当しない者は誰か。 新井白石 柴野栗山 古賀精里 尾藤二洲
460 寛政の改革の出版統制令で弾圧された人物として適当でないのは誰か。 為永春水 山東京伝 林子平 蔦屋重三郎
461 1808年樺太とその対岸を調査した人物とは誰か。 間宮林蔵 近藤重蔵 高田屋嘉兵衛 最上徳内
462 1808年長崎湾に侵入、薪水、食料を強奪したフェートン号はどこの国の船か。 イギリス アメリカ オランダ ロシア
463 モリソン号事件の後、高野長英が著した幕府対外政策を批判した書は何か。 戊戌夢物語 三国通覧図説 慎機論 海国兵談
464 1839年、幕府を批判した高野長英や渡辺崋山を処罰した出来事とは。 蛮社の獄 安政の大獄 桜田門外の変 風俗取締令
465 文化・文政時代の政治についての説明として誤っているものはどれか。 寛政の改革の質素倹約を継承 都市中心に庶民文化が展開 家斉は将軍職を譲り大御所政治を展開 文政年間、品位に劣る貨幣が流通

466 12代将軍のもと、天保の改革を行った老中は誰か。 水野忠邦 水野忠成 松平信明 松平定信
467 天保の改革の政策として誤っているものはどれか。 役人間で賄賂や縁故の人事が横行 将軍・大奥を含め倹約令を発布 棄捐令で札差に低利融資を命令 人返しの法を発し百姓の出稼ぎを禁止

468 山東京伝の『仕懸文庫』などに代表される江戸の遊里を描いた小説は何か。 洒落本 人情本 合巻 黄表紙
469 『浮世風呂』『浮世床』などの滑稽本を著した作家は誰か。 式亭三馬 井原西鶴 十返舎一九 恋川春町
470 読本の代表的作家である江戸の曲亭馬琴が著した伝奇小説は何か。 南総里見八犬伝 雨月物語 春色梅児誉美 偐紫田舎源氏
471 滑稽味をとり入れた短歌である狂歌の代表的作者は誰か。 太田南畝 良寛 一茶 柄井川柳
472 国学についての説明として誤っているものはどれか。 「国意考』は荷田春満の著書 平田篤胤は復古神道を提唱 本居宣長は日本古来の精神への復古を主張 賀茂真淵は儒教・仏教を排した

473 平賀源内の事蹟について述べたものとして適当でないものはどれか。 万有引力説や地動説を紹介する 蘭学書により西洋画法を学び、作品を残す 寒暖計や不燃性の布をつくる エレキテルの実験を行う
474 全国の沿岸を実測し、「大日本沿海輿地全図」を作成した人物は誰か。 伊能忠敬 志筑忠雄 西川如見 高橋至時
475 高橋景保について説明したものとして誤っているものはどれか。 天文方として寛政暦を作成 父は高橋至時である シーボルト事件で処罰 彼の建議で蛮書和解御用掛が設置

476 政治・社会思想の著者と著書の組み合わせとして誤っているものはどれか。 本多利明＝経済要録 佐藤信淵＝農政本論 藤田東湖＝弘道館記述義 本多利明＝西域物語
477 尊王論に関する説明として誤っているものはどれか。 藤田幽谷が明和事件をおこす 山県大弐は江戸で尊王論を説く 竹内式部は宝暦事件で追放刑 後期水戸学で会沢安が尊王論を説く

478 化政文化の絵画についての説明として誤っているものはどれか。 高野長英は「鷹見泉石像」を描く 円山応挙は写生を重んじ遠近法をとり入れた 松村吾春が四条派を開く 18世紀後半蕪村らが文人画を大成

479 幕府が薪水給与令を出す原因となったものはどれか。 アヘン戦争 アロー戦争 ビッドルの来航 オランダ国王の開国勧告
480 1853年浦賀に来航して、開国を迫ったアメリカ艦隊の司令官は誰か。 ペリー プチャーチン フィルモア ビッドル
481 安政の五カ国条約の締結国でないのはどこか。 ポルトガル イギリス フランス ロシア
482 江戸の問屋のため出された五品江戸廻送令に含まれなかったものは何か。 綿糸 呉服 生糸 水油
483 将軍擁立をめぐって、一橋派と呼ばれた大名でない人物は誰か。 井伊直弼 松平慶永 島津斉彬 徳川斉昭
484 大政奉還路線を勧めた人物として誤っているのは誰か。 岩倉具視 坂本竜馬 山内容堂 後藤象二郎
485 王政復古の大号令で決められた三職でないものはどれか。 参議 参与 総裁 議定
486 江戸中期、紀州徳川氏から将軍職を継ぎ武芸・実学を奨励したのは誰か。 ８代将軍吉宗 ５代将軍綱吉 ７代将軍家継 ３代将軍家光
487 美人画を寛政期に版画で全盛とした作者は誰か。 喜多川歌麿 鈴木春信 林家正蔵 並木正三
488 化政文化の特色として誤っているものはどれか。 上方中心 町人文化 江戸趣味 享楽的
489 源義経が「ひよどり越え」の戦法で平家軍を奇襲し勝利した古戦場はどれか。 一ノ谷 屋島 石橋山 倶利伽羅峠
490 源義経が奥州に落ち延びる際のエピソードとして描かれる歌舞伎「勧進帳」で有名な関所はどれか。 安宅ノ関 白河ノ関 新居ノ関 勿来ノ関
491 講堂・金堂・塔・中門・南大門が一列に並んでいる寺は次のうちどれか。 四天王寺　 広隆寺 法隆寺 薬師寺
492 壬申の乱で大海人皇子（後の天武天皇）に敗れたのは次のうちだれか。 大友皇子 草壁皇子 大津皇子 有馬皇子
493 江戸幕府初代将軍、徳川家康が将軍を退位したあと隠居した所は次のうちどれか。 駿府 岡崎 浜松 甲府
494 天平時代の建築でないものは、次のうちどれか、 法隆寺金堂 東大寺法華堂 東大寺転害門 法隆寺夢殿
495 京都東山で専修念仏の教えを説き、浄土宗を開いたのは次のうちだれか。 法然 親鸞 一遍 道元
496 浄土真宗を開き、教行信証を著したのは次のうちだれか。 親鸞 法然 一遍 道元
497 幕府の保護をうけることを潔しとせず越前の山中に禅の道場を開いたのは次のうちだれか。 道元 親鸞 法然 一遍
498 天台宗寺門派の祖は次のうちだれか。 円珍 円仁 隠元 最澄
499 鎌倉五山に入ってないものは次のうちどれか。 称名寺 建長寺 円覚寺 浄智寺
500 門前町が発達した善光寺といえば次のうちどこにあるか。 長野 吉崎 成田 石山



501 少数の郡司の子弟を健児として、地方の治安維持にあたらせるなどした天皇は誰か。 桓武天皇 天智天皇 天武天皇 聖武天皇
502 空海の著した日本人最初の詩論は何と言うか。 文鏡秘府論 文華秀麗集 性霊集 梅松論
503 藤原道長の栄華を物語る歴史物語は次のうちどれか。 大鏡 吾妻鏡 梁塵秘抄 明月記
504 保元の乱で敗れたのは誰か。 崇徳上皇 近衛天皇 鳥羽上皇 後白河天皇
505 平家打倒のために挙兵した源頼朝が敗れたのは何の戦いか。 石橋山の戦い 壇の浦の戦い 富士川の戦い 一の谷の戦い
506 鎌倉幕府の組織で、訴訟・裁判の機関は何と呼ばれるか。 問注所 公文所 侍所 大政所
507 鎌倉時代、奈良仏教の一つ、律宗の復興に努力した僧は次のうちだれか。 叡尊 隠元 貞慶 高弁
508 後醍醐天皇が隠岐に流されている間、鎌倉幕府に抵抗し続けたのは次のうち誰か。 楠木正成 北条時行 新田義貞 足利尊氏
509 室町時代、日明貿易の実権を握った細川氏と大内氏が中国の港で衝突した事件を何と言うか。 寧波の乱 慶安の変 明徳の乱 明和事件
510 室町時代に流通した明銭は次のうちどれか。 永楽銭 寛永通宝 乾元大宝 豆板銀
511 織田信長は誰を奉じて1568年に入京したか。 足利義昭 武田信玄 今川義元 後陽成天皇
512 徳川家康が羽柴秀吉を破った戦いは次のうちどれか。 小牧・長久手の戦い 桶狭間の戦い 長篠の戦い 姉川の戦い
513 羽柴秀吉の中国進攻に抵抗し、水攻めにあい自刃した戦国武将は次のうち誰か。 清水宗治 朝倉義景 浅井長政 毛利輝元
514 明智光秀が羽柴秀吉に敗れた戦いは次のうちどれか。 山崎の戦い 関ヶ原の戦い 三方ヶ原の戦い 賤ヶ岳の戦い
515 日露戦争に反対したのは次のうち誰か。 幸徳秋水 板垣退助 徳富蘇峰 西園寺公望
516 日本主義を唱えた高山樗牛が本拠とした雑誌は次のうちどれか。 太陽 改造 白樺 新思潮
517 地球緯度観測においてZ項を発見したのは次のうち誰か。 木村栄 田中館愛橘 大森房吉 　長岡半太郎
518 日本の第一次世界大戦の参戦理由となった同盟は次のうちどれか。　 日英同盟　 三国同盟　 日露協約　 日米同盟　
519 第一次護憲運動の結果倒れた内閣は次のうちどれか。　 桂内閣　 西園寺内閣　 山県内閣　 伊藤内閣　
520 1864年6月におけた新選組の名を高めるきっかけとなった出来事とはどれか？ 池田屋事件 生麦事件 寺田屋事件 下関事件
521 朝鮮を開国させた日朝修好条規締結のきっかけとなっった出来事はどれか？ 江華島事件 甲申事変 東学党の乱 台湾出兵
522 1900年代に桂太郎と交互に政権を担当し、最後の元老となった人物は誰か？ 西園寺公望 松方正義 黒田清隆 山県有朋
523 1910年の無政府主義者の大逆事件に関わっていない人物は誰か？ 島田三郎 宮下太吉 管野スガ 幸徳秋水
524 ドイツに留学し、破傷風菌の純粋培養に成功した細菌学者は誰か？ 北里柴三郎 志賀潔 高峰譲吉 鈴木梅太郎
525 武者小路実篤らによる大正文学者のグループで、人道主義や新理想主義を尊重したのはどれか？ 白樺派 耽美派 新思想派 新感覚派
526 1887年に創立された東京音楽学校初代校長で洋楽の発展に尽くしたのは誰か？ 伊沢修二 三浦環 滝廉太郎 山田耕筰
527 「海国兵談」を著し、海岸防備の必要を唱えたのは誰か？ 林子平 工藤平助 高野長英 安藤昌益
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