
社会演習問題（実践編）

～古代までの日本～

⃣1　次の問いに答えなさい。
（１）打製石器を使い、狩猟採集を行っていた時代を何というか。

（２）甲骨文字に関係の深い文明を下のア～エのなかから 1 つ選び、記号で答えなさい。

ア：エジプト文明　　イ：メソポタミア文明　　ウ：インダス文明　　エ：中国文明

（３）次のア～エは縄文時代、弥生時代のどちらのものか。分類しなさい。

ア：高床倉庫　　イ：貝塚　　ウ：銅鐸　　エ：稲作の広まり

⃣2　次の年表を見て、各問いに答えなさい。

年代 できごと

1 世紀半ば 倭の①　　　　の王が漢に遣いを送る。・・・・・A

3 世紀　　　 ②　　　　の女王が魏に遣いを送る・・・・・・・・B

3 世紀後半 大和政権が生まれる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・C

（１）年表中の下線部①、②にあてはまる国の名前をそれぞれ答えなさい。

（２）年表中 A の、漢の皇帝から授かったものをなんというか。

（３）年表中 B の、女王の名前を答えなさい。

（４）下の史料は、年表中 B の国について書かれたものである。

　　　下の史料の名称を答え、□にあてはまる人物の名前を答えなさい。

　　　　その国の王はもとは男であったが、戦乱が続いたので、国々が共同して

　　　　女の□を王に立てた。（中略）□が死ぬと、大きな墓が作られ、100 人余りの奴隷が

　　　　一緒に埋められた。

（５）年表中 C の大和政権の王は、5 世紀には各地の豪族を従え、何と呼ばれたか。

（６）年表中 C のころから、力をもった豪族たちの大きな墓が作られるようになったが、この墓を何と

いうか。
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　　また、この墓のうち、前方後円墳の形を書きなさい。

（７）（６）の墓から出土したもののうち、馬や兵士の形をかたどった装飾品をなんというか。

（８）5 世紀ごろに、朝鮮半島から移り住んだ人々が、日本に伝えた技術や文化を 3 つ答えなさい。

⃣3次の年表を見て、下の各問いに答えなさい。

年代 できごと

400 万年前

100 万年前

10 万年前

1 万年前

紀元前 16 世紀

猿人の登場

氷河期に入る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・A
新人の登場

氷河時代の終わり

黄河流域に文明が発達　・・・・・・・・・B

（1）年表中の A の期間に、人類はどのように進化をしたか。

次のア～エを進化の順に従って並び変えなさい。

ア：表面を磨いた石器が使用されるようになった。

イ：火を使って調理したり、言葉を用いたりした。

ウ：土器が作られ、食物を煮るようになった。

エ：木ぎれや、打ち欠いた石を道具として使用した。

（2）年表中の B について、次の文章の（　①　）～（　⑥　）に当てはまる語句を答えなさい。

　　　殷という国の時代には優れた青銅器や（　①　）文字などが作られた。

　　　この国が亡ぶと、やがて戦乱の時代になったが、（　②　）のような新しい思想

　　　も生まれた。

　　　紀元前 3 世紀には、（　③　）の（　④　）が中国を統一する大帝国をつくり、

　　　これに代わった漢の時代には、（　⑤　）を通って、

　　　西方の馬やインドでおこった（　⑥　）などが伝わった。　　
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⃣4次の各問いに答えなさい。

（１）縄文土器が使われていたころの暮らしのようすについて述べたものを次のア～エから選び記

号で答えなさい。

ア：木の実や、鳥、魚や貝をとって生活をしていた。

イ：稲作を行い、金属器を使用して生活していた。

ウ：小国に分かれ、互いに争い生活していた。

エ：強力な勢力に支配されて生活していた。

（2）銅鐸はおもにどのような目的で使用されていたか。簡単に説明しなさい。

（3）大仙古墳を作らせた、奈良盆地を中心とする地域に生まれた政権をなんというか。

⃣5次の史料をみて、下の各問いに答えなさい。

　一　和をもって貴しとなし、さからうことなきを宗とせよ

　二　あつく三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり。

　三　詔をうけたまわりては必ずつつしめ。

（1）役人の心構えを示した、この法をなんというか。

（2）この法を作った人物を答えなさい。

（3）この人物が制定した、「冠位十二階」について、次の語句を用いて簡単に説明しなさい。

　　　【家柄】　　【才能や功績】

（4）この人物が、上記の法や冠位十二階を作った目的について、簡単に説明しなさい。
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⃣6次の年表をみて、下の各問いに答えなさい。

年代 できごと

6 世紀末

7 世紀初め
645
701
710
743

中国で（　①　）が巨大な帝国を作る。

（①）にかわり（　②　）が中国を統一する。

（③）が中臣鎌足とともに蘇我氏を倒す・・・・・A
唐の法律にならい、（　④　）が作られる・・・・・B
唐の都にならい、（　⑤　）が作られる。

（　⑥　）法が制定される・・・・・・・・・・・・・・・・・C

（1）年表中の（①）～（⑥）にあてはまる語句を答えなさい。

（2）年表中の A から始まった政治の改革を何というか。

（3）年表中の B について、（④）にもとづいて政治を行う国家をなんというか。

（4）年表中の C のほうが制定される以前、班田収授法にもとづき税を納めていた。

その時の「租」「調」「庸」はそれぞれどのようなものを納めていたか答えなさい。

⃣7次の年表をみて、下の各問いに答えなさい。

時代 できごと

飛鳥 仏教が伝えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A
法隆寺の建築・・・・・・インドや西アジアの影響　　　　　

奈良 遣唐使を送る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B
聖武天皇が国分寺などを作らせる。

平安 都を（　①　）に移す。

（　②）の停止

藤原の道長が勢力をにぎる。　　　　　　　　　　　　　　　　C
紫式部が（　③　）をあらわす。

（1）年表中の（①）～（③）にあてはまる語句を答えなさい。

（2）年表中の下線部アの中心として、都に建てられた寺院をなんというか。

（3）年表中の下線部イの藤原道長は、絶大な権力を手に入れた。藤原道長はどのようにして権力

をにぎったか。下の語句を用いて簡単に説明しなさい。

【娘　天皇　きさき　子】
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（4）年表中の A～C の時期の文化として適当なものを、下のア～ウから選び、記号で答えなさい。

ア：国風文化　イ：天平文化　ウ：飛鳥文化

（5）年表中の B、C の時期に成立した文学作品を、下のア～オからすべて選び記号で答えなさい。

ア：古事記　イ：万葉集　ウ：古今和歌集　エ：枕草子　オ：日本書紀

⃣8次の A,B の文章を読み、下の各問いに答えなさい。

A　今から約 400 万年前にアフリカに現れた人類の祖先は、その後、打製石器を作ることを覚え、

狩りや採集の生活をした。日本でも、群馬県の岩宿遺跡や長野県の野尻湖から、この時代の人々

の生活の跡が発見されている。

B　今から 1 万年前に氷河期が終わると、人類は土器や磨製石器を使い、農耕や牧畜を行うよう

になった。

（1）下の写真は A、B どちらの時代のものか。記号で答えなさい。

（2）次のア～エのような社会の様子は A、B どちらの時代のものか。記号で答えなさい。

ア：王などの支配者が現れた。

イ：火や言葉を初めて使った。

ウ：獲物を求めて集団で移動する不安定な社会だった。

エ：食物をにて食べることができるようになった。

（3）漢字のもとになった、下の資料のような文字をなんというか。
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⃣9次の資料をみて、下の各問いに答えなさい。

（１）資料は、弥生時代のむらの生活をえがいたものです。縄文時代のむらのようすと比較して、違

う点を三つあげなさい。

（2）縄文時代に、食べ物の残りかすなどを捨てた、ゴミ捨て場をなんというか。

（3）下のア、イの土器のうち、弥生時代のものを選び、記号で答えなさい。

ア：縄文土器の写真　　　　　イ：弥生土器の写真

（4）弥生時代に、おもに祭りのための宝物として使われた、次の金属器をなんというか。
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🔟　次の史料A~C をみて、各問いに答えなさい。

A　

　その国の王はもとは男であったが、戦乱が続いたので、国々が共同して、女の　　　　　　を

王にたてた。　　　　　　　　は神に仕え、人々の心をひきつける不思議な力を持っていた。夫はなく、

弟が　　　　　　　を助けて国を治めていた。　　　　　　　は宮殿にこもって外へはほとんど姿を見せ

ず、1000 人もの女の召使いに囲まれていた。　　　　　　　の宮殿には物見やぐらや柵が厳重に張

りめぐらされ、武器を持った兵士がいつも守っていた。　　　　　　　が死ぬと、大きなかが作られ 100
人余りの奴隷がいっしょにうめられた。

B　

　わたしの祖先は、みずからよろいやかぶとを身に着け、やまや川をかけめぐり、東は 55 国、西は

66 国、さらに海をわたって 95 国を平定しました。しかし、私の遣いが陛下のところに貢物をもって

いくのを、高句麗がじゃまをしています。今度こそ高句麗を破ろうと思いますので、わたしに高い冠

位をあたえて激励してください。

C
　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。

　

（1）史料 A 中の下線部に当てはまる人物を答えなさい。

（2）次の文章と関連の深い内容を史料 A から抜き出して答えなさい。

この時代の遺跡からは、二重三重に張りめぐらされた濠（ほり）のあとや、たくさんの矢じりがささっ

たあとがある人骨などが発見されている。

（3）史料 B は倭王武が、中国におくった手紙である。この手紙をおくった理由として、史料から読

み取れないものを、次のア～ウから選び記号で答えなさい。

ア：中国との関係をなくし、独自の国づくりをしたい。

イ：倭の王としての地位を認めてほしい。

ウ：朝鮮半島に影響力を持ちたい。

（4）史料 C の名称と、これを制定した人物名をこたえなさい。
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１１　次の年表をみて、下の各問いに答えなさい。

年代 できごと

5 世紀

6 世紀半ば

8 世紀

9 世紀

11 世紀

12 世紀

朝鮮半島から、一族でまとまって人々が移り住む・・・・・・・・・・・・・・・・・A
仏教が伝えられる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B
律令政治が行われる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・C
仏教の新しい宗派が伝えられる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・D
国風文化が栄える。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・E
社会がみだれ、武士が実権をにぎる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・F

（1）右の写真は年表中の A~F のどの時期のものか。記号で答えなさい。また、その時代の名称を

答えなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（2）年表中の A のような人々を何と呼ぶか。

（3）年表中の C の時期に成立した「古事記」が作られた目的として、

間違っているものを次のア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

ア：皇室に伝わる神話や伝承などをまとめるため。

イ：日本の国家のおこりを明らかにするため。

ウ：天皇が国を治めるいわれを明らかにするため。

エ：貴族が政治を行う正当性を明らかにするため。

（4）年表中の C の時代の文化の特色として、間違っているものを、下のア～エから選び記号で答

えなさい。

ア：仏教の影響を受けている。

イ：中国の文化の影響を受けている。

ウ：日本独自の文化である。

エ：シルクロードを通って伝わった文化の影響を受けている。

（5）年表中の D の時代に、中国から真言宗を伝え、広めた人物を答えなさい。

（6）年表中の D の時代に、新しい仏教が伝えらえてからのちの、仏教の変化について述べた文で

あるア～エのうち、間違っているものを選んで記号で答えなさい。

ア：貴族がまじないや祈とうをたよりに生活をするようになった。

イ：人里離れた山奥に、寺がつくられるようになった。

ウ：国を守るための仏教が広められ、各地に寺が作られた。

エ：寺では、学問や厳しい修業が行われた。
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（7）次の系図をみて、下の問いに答えなさい。

①系図の中の、「一条」と「彰子」の関係を答えなさい。

②系図をみて、藤原氏が政治の実権をにぎった理由を簡単に説明しなさい。

（ ⃣8）次の a, b の資料はどちらも和歌である。２つの資料を比較して、どちらが年表中の E の時期の

ものかを、理由とともに答えなさい。

a  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b　

和我屋度能　伊佐左村竹　　　　　　　　　　　　なつとあ支と　ゆ支加布そら能　

　布久風能　於等乃加蘇氣伎　　　　　　　　　　可よひじぢ者　か多へ春春しく

　　許能由布蔽可母　　　　　　　　　　　　　　　　　か世やふくら舞

（9）年表 F 中の時代に、来世での幸福を謳って、念仏を唱える信仰が広まった。この信仰を何とい

うか。

（10）年表中の日本の A~F の時期とかかわりの深い中国の王朝の組み合わせとして間違っている

ものを 1 つ選び、記号で答えなさい。

ア：　B－南北朝　C－唐

イ：　C－隋　　　　D－唐

ウ：　C－隋　　　　F－宋

エ：　B－隋　　　　E－宋
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１２　次の年表を見て、各問いに答えなさい。

年代

1 万年前

紀元前 3000 年～1500 年

紀元前 4 世紀ごろ

紀元前 221 年

紀元前後

1 世紀

3 世紀

4 世紀

6 世紀

7 世紀

8 世紀

710 年

794 年

894 年

11 世紀

　日本列島ができる

　土器を使用し、竪穴住居に住む・・・・・・・・・・・・・・・・・A
　四大文明がおこる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B
　稲作が始まり、金属器が使用される・・・・・・・・・・・・・・C
　（　①　）の始皇帝が中国を統一する

　日本で小国が分立する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・D
　奴国の王が（　②　）の皇帝から金印を授かる

　邪馬台国の女王（　③　）が魏に遣いをおくる　

　古墳がつくられるようになる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・E
　大和政権の統一が進む

　（　④　）が推古天皇の摂政になる

　法隆寺が建てられる

　中大兄皇子らが（　⑤　）を行う　

　律令政治が始まる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・F
　平城京に都を移す

　（　⑥　）に都を移す

　（　➆　）を停止する

　摂関政治が盛んになる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・G

（1）年表中の（　①　）～（　➆　）に当てはまる語句を答えなさい。

（2）年表中の A の時期に、人々は集団をつくり生活をしていたが、海岸や海辺に食べ物の残りか

すなどを捨てたゴミ捨て場をなんというか。

（3）年表中の B について、次のア・イにあてはまる文明を答えなさい。

ア：ナイル川流域に栄え、現在もピラミッドが残っている。

イ：黄河流域に栄え、青銅器や漢字のもととなった、甲骨文字が使われた。

（4）年表中の C の時期に使われるようになった、上質の新しい土器をなんというか。

（5）中国の歴史書では、年表中の D のころに、日本にはどのくらいの小国があったと記されている

か。次のア～エから選び、記号で答えなさい。

ア：　50 余り　イ：100 余り　ウ：200 余り　エ：500 余り

（6）年表中の E について、古墳の表面に置かれた、円筒形や、人物、家などの形の焼き物をなん

というか。

（7）年表中の F について、全国を支配するために、701 年に制定された法律を答えなさい。

（ ⃣8）年表中の G の時期、日本の風土や生活・感情にあった文化が生まれたが、この文化を何とい

うか。
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１３　下の問いに答えなさい。

（1）現在の人類の直接の祖先と考えられる新人は、どの大陸に現れたと考えられているか。

次のア～オから選び、記号で答えなさい。

ア：ユーラシア大陸　イ：アフリカ大陸　ウ：北アメリカ大陸　エ：南アメリカ大陸

オ：オーストラリア大陸

（2）氷河時代の人々が、マンモスやナウマンゾウなどの大型の動物をとらえるために、石を打ち欠

いた石器を使っていたが、この石器をなんというか。

（3）氷河時代が終わり、気温が上昇して、食用となる木の実が増えたころ、人々は土器や磨製石

器を使うようになったが、この時代を何というか。

（4）（3）の時代、日本では下の A のような、表面に縄目の文様がつけられた土器をつくられたが、

この土器をなんというか。

（5）魔よけや、食物の豊かさを祈るために用いたと考えられる、下の B をなんというか。

A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B
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１４次の各問いに答えなさい。

（１）2 世紀ごろの日本は何と呼ばれていたか。漢字一字で答えなさい。

（2）2 世紀ごろ、後漢とローマ帝国を結んでいた、交易路の名称を答えなさい。

（3）3 世紀に、日本の邪馬台国が遣いを送った中国の王朝を、次のア～ウから選び、記号で答え

なさい。

　　　　　ア：魏　イ：蜀　ウ：呉　エ：隋

（4）3 世紀後半から、大和政権の支配にともなって、有力な豪族をほうむるための古墳が作ら得る

ようになったが、下の写真のような古墳をなんというか。

（5）大和政権の王は、5 世紀には九州から東北地方の豪族を従え、何と呼ばれるようになったか。
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１５　次の史料と写真をみて、下の各問いに答えなさい。

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。

（1）この史料の名称を答えなさい。

（2）この史料はだれの心構えを示したものか。

（3）このころ派遣された、中国の進んだ制度を取り入れるための使節をなんというか。

（4）645 年、中大兄皇子らが天皇中心の国を作るためにたおした豪族を次のア～エから選び、記

号で答えなさい。

ア：物部氏　イ：藤原氏　ウ：安部氏　エ：蘇我氏

（5）奈良時代に、平城京の市などで使用された、下の貨幣を何というか。
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１６　次の資料と写真をみて、下の各問いに答えなさい。

名称 課税対象 税の内容

租 水田 稲（収穫の 3％）

調 男子（17 歳以上） 絹・糸・真綿・特産物

庸 男子（21 歳以上） 布（麻布）　労役の代わり

雑徭 男子（17 歳以上） 労働（年間 60 日）

兵役 男子（21 歳以上　3～4 人に一人） 食料、武具を自分で負担し訓練を受ける。

一部は都 1 年、防人 3 年

出挙 稲（5 割の利息）

（1）上の資料の水田を与えられたのは、何歳以上の男女か。年齢を答えなさい。

（2）21 歳以上の男子は、調・庸を都まで運んでおさめたり、労働を提供したりするほか、どのような

負担があったか。上の資料から読み取って答えなさい。

（3）743 年に出された墾田永年私財法の結果として正しいものを、次のア～エから選び、記号で

答えなさい。

　ア：農民が負担から逃れるために、逃亡するものが出た。

　イ：与えられる口分田が増え、農民の税が軽くなった。

　ウ：天皇の収入が増えた。

　エ：貴族や豪族が開墾をすすめ、私有地を広げた。

（4）上の写真は正倉院に残されている宝物である。この宝物が作られたころの、インドや西アジア

の影響を受けた、国際的な文化をなんというか。

（5）このころに編さんされ、天皇や貴族、農民などの歌をおさめた和歌集の名称を答えなさい。
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１７　次の資料と写真をみて、下の各問いに答えなさい。

（1）平安時代に勢力を伸ばした藤原氏は、道長のころに最も栄えた。

藤原氏がどのようにして勢力を伸ばしたか、史料から読み取って、簡単に説明しなさい。

（2）写真はこのころに漢字を変形してつくられた「かな文字」である。

このような日本独自の文化が栄えた理由を、中国との関係の変化をふまえて簡単に説明しなさい。
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