
実戦トライアル 社会　A 第１回　解答

⑴
① 日米和親 条約 ② 江華島 事件

③ 南満州鉄道

7 8

9

⑵ 地価 ⑶ ア
10 11

⑴ イギリス ⑵ （例）生まれながら
12 13

⑴ インド洋 ⑵ 番号 ４ 記
号 エ

14 15

⑶ イ ⑷ ① 北アメリカ州 ② エ
16 17 18

⑸ 1 月 1 日 午前10 時
19

⑴ ４ ⑵ Ｃ
20 21

⑶ 記号 ウ あ 日本海 い 太平洋
22

⑷ 明石 市 ⑸ 1 エ ２ イ
23 24 25

⑴ 大 化
1

⑵ ａ ア ｂ エ ⑶ 伊能忠敬
2 3

⑸ ア ⑹ A→ E → B → D → C
5 6

⑷

農民は,
4

（例）商品作物を売ってお金を手に入れ，農具や肥料を
購入した。

1

2

4

5

3

1⑴　漢字のみ可

　⑵　完答

　⑷ 　指定語句がないもの
は不可

　⑹　完答

3⑵ 　「生まれつき」など
でも可

4⑵　完答

　⑸　完答

5⑶　完答

1 〔歴史：古代～近世〕
⑴　聖徳太子は蘇我氏と協力して政治を行った。太子の死後，蘇我氏の権力が大きくなりすぎたため，中大兄皇子らは，
蘇我氏をほろぼし，天皇中心の政治をめざして改革を始めた。のちに中大兄皇子は即位して天智天皇となった。

⑵ａ 　本来，アの関白は藤原氏などの貴族がつく役職であり，イの征夷大将軍は武士の棟梁として源氏や足利氏がつく
役職である。豊臣秀吉は関白となって，朝廷の権力を利用して政治を行った。なお，秀吉は太閤と呼ばれることが
あるが，太閤とは，摂政や関白の座をゆずった人のことをいう。

　ｂ 　豊臣秀吉によって全国統一が達成されるまでは戦国時代であり，戦国大名が戦いをくり広げていた。秀吉は，各
地の戦国大名が戦いをやめることで戦国時代を終わらせようとした。

⑶　伊能忠敬は，西洋の暦法や測量法などを学び，正確な地図を作成した。江戸時代，オランダ語を通じて西洋の科学
や文化を学ぶ学問を蘭学といった。

 確認しよう！
各時代の特色と流れを大きくとらえよう。

奈良時代 平安時代 鎌倉時代 室町時代 安土桃山時代 江戸時代

天皇を中心とする
律令政治が行われ
る。

律令政治がみだ
れ，貴族の政治が
行われる。

武家政治が始まり，
武家政治の基礎が
つくられる。

守護が力をもち，
応仁の乱ののち戦
国時代となる。

ヨーロッパの影響
や大商人の登場で
古いしくみがこわ
される。

幕府が強い権力を
もって支配し，社
会が安定する。
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⑷　鎌倉時代から室町時代にかけて，都市では商業が発達し，中国の貨幣が使われることが多くなったが，農村では税
は米でおさめ，物々交換が行われることが多かった。江戸時代になると，農村にも貨幣経済が広がった。

⑸　紫式部が活躍した11世紀は，藤原氏による摂関政治が行われていた。貴族の豊かなくらしのなかで，華やかな国風
文化が栄えた。

⑹　Ａの中大兄皇子は飛鳥時代，Ｂの豊臣秀吉は安土桃山時代，Ｃの伊能忠敬とＤの徳川吉宗は江戸時代，Ｅの紫式部
は平安時代に活躍した人物である。Ｃの伊能忠敬が全国を測量して地図を作成したのは，江戸時代の後期に日本の沿
海に欧米の船が現れるようになり，幕府が外国を警戒して，調査や測量を命じたためである。

2 〔歴史：近代〕　
⑴① 　1853年にアメリカ合衆国からペリーが来航し，翌年，日米和親条約が結ばれた。この条約では，日本が下田・函

館の２港を開き，アメリカの船に水や燃料を供給することが決められた。なお，貿易が始まるのは，1858年に日米
修好通商条約が結ばれてからである。

②　江華島は，韓国の首都が置かれているソウルに近く，ソウルへの進入口にあたる。朝鮮に開国を求めていた日本
は，1875年に江華島付近に軍艦を派遣し，この軍艦が江華島の砲台から攻撃を受けたことをきっかけに武力衝突が
おこったことを江華島事件という。翌年，日本は朝鮮に開国をせまって，日朝修好条規を結ばせた。

③　Ｄで示した地域は，遼東半島から中国東北部（満州）の中心部にかけての地域である。日清戦争後に三国干渉を受
けた日本は遼東半島を中国に返還した。ロシアは，清（中国）に満州での鉄道の権利を認めさせ，遼東半島の旅順と
大連の租借も認めさせて，鉄道を建設した。日露戦争後のポーツマス条約で，日本は，この鉄道の南側の部分の権
利や旅順・大連の租借権をロシアからゆずり受けたので，この部分の鉄道が南満州鉄道と呼ばれる。

⑵　地租改正は，明治政府の税制を整え，財政収入を安定させるために行われた。江戸時代には，収穫高にもとづいて
米を年貢として納めさせていたが，地価（土地の価格）を決めて現金で税を納めさせることにした結果，政府の収入が
安定した。

⑶　大正時代に，第一次世界大戦でヨーロッパが戦場になると，日本は輸出をのばし，好景気（好況）となった。資本家
は収入が増えたが，民衆は物価が高くなって生活が苦しくなった。シベリア出兵をみこした買い占めなどで米が値上
がりしたことで民衆が米屋などをおそった事件が米騒動である。イとウは明治時代のはじめ，エは江戸時代の後期の
ことである。

3 〔公民：人権思想の発達〕
⑴　イギリスは，世界にさきがけ，17世紀にピューリタン（清教徒）革命と名誉革命がおこり，国王の権力を制限して議
会を中心とする政治が行われるようになった。

⑵　権利には，さまざまなものがあるが，だれかからあたえられたものでなく，人が生まれながらもっている権利を基
本的人権という。近代市民革命によって，最初に確立された基本的人権は，自由権と平等権である。

4 〔地理：世界〕　
⑴　太平洋，大西洋，インド洋をまとめて，三大洋という。また，ユーラシア大陸，アフリカ大陸，北アメリカ大陸，
南アメリカ大陸，オーストラリア大陸，南極大陸をまとめて六大陸という。

⑵　この地図は，経線は15度ごと，緯線は30度ごとに引かれている。Ｘで示した地点は，北緯30度，東経135度である。
地球の反対側にあたる地点の緯度は，数字はそのままで北緯と南緯が入れかわる。経度は，数字は180から引いた数
になり，東経と西経が入れかわる。

 確認しよう！
大正時代の日本のできごとと，その背景などについて，まとめておこう。
○大正デモクラシー…明治時代に大日本帝国憲法が発布され，帝国議会が開かれ，憲法にもとづく民主政治を
もとめる声が大きくなる。

　→1918年に原敬を内閣総理大臣とする本格的政党内閣が成立，1925年に男子の普通選挙制度が成立。
○大戦景気…第一次世界大戦の影響で，日本の経済が好況になる。
　→工業が発達，財閥が成長，民衆による社会運動や大衆文化にも影響。

 確認しよう！
代表的な市民革命と，そのときに出された文書などについて，まとめておこう。
○イギリス…17世紀にピューリタン（清教徒）革命と名誉革命（→権利章典）
○アメリカ…1775年にアメリカ独立戦争（→独立宣言）
○フランス…1789年にフランス革命（→人権宣言）
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