
３年生休校課題 

 

１～２年生総復習プリント 歴史編 
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面倒なことは 

後回しにすると 

必ず後悔するぞ！ 

 

 

 

１学期の２回目の授業でこの

プリントの確認テスト 

（５０問✕２点）を実施する

ぞ。休校中にしっかりと勉強

しておくのだぞ。手を抜けば、

成績にも大きく響くぞよ。 

皆の者、覚悟せい！ 

 

 
１学期中間テストもここ

から同じ問題がでるぞ・・ 

名前 



番号 日本史１ 日本史２ 日本史３ 日本史４ 

１ 打製石器 渡来人 大宝律令 坂上田村麻呂 

２ 縄文土器 須恵器 律 アテルイ 

３ 貝塚 漢字 令 天台宗 

４ たて穴住居 儒教、仏教 律令国家 延暦寺 

５ 土偶 蘇我氏、物部氏 貴族 真言宗 

６ 三内丸山遺跡 推古天皇 平城京 金剛峯寺 

７ 稲作 摂政 富本銭 菅原道真 

８ 高床倉庫 聖徳太子（厩戸皇子） 和同開珎 ８９４年 

９ 金属器 天皇 国府 関白 

１０ 弥生土器 冠位十二階 国司 摂関政治 

１１ 登呂遺跡 十七条の憲法 郡司 藤原道長、藤原頼通 

１２ 吉野ケ里遺跡 遣隋使 大宰府 望月の歌 

１３ 豪族 小野妹子 良民、賤民（せんみん） 浄土信仰 

１４ 金印 寺 口分田 平等院鳳凰堂 

１５ 邪馬台国 律令 班田収授法 武士 

１６ 朝貢 中大兄皇子、中臣鎌足 租 平将門 

１７ 卑弥呼 公地・公民 調 藤原純友 

１８ 大和政権 ６４５年 庸 源氏 

１９ 古墳 白村江（はくすきのえ）の戦い 防人（さきもり） 平氏 

２０ 前方後円墳 山城 三世一身法（さんぜいっし

んのほう） 

前九年合戦 

２１ 大仙古墳 天智天皇 墾田永年私財法 後三年合戦 

２２ 大王 戸籍 荘園 源義家 

２３ 埴輪（はにわ） 大海人皇子（おおあまのみこ） 長岡京 奥州藤原氏 

２４ 高句麗、新羅、百済 天武天皇 ７９４年 中尊寺金色堂 

２５ 伽耶地域（任那） 藤原京 征夷大将軍 封建制度 



番号 日本史５ 日本史６ 日本史７ 日本史８ 

１ 白河天皇 モンゴル帝国 馬借 足利義昭 

２ 上皇 フビライ・ハン 問（とい） 武田勝頼 

３ 院政 北条時宗 座 長篠の戦い 

４ 保元の乱、平治の乱 文永の役 町衆 安土城 

５ 平清盛、源義朝 弘安の役 惣 楽市・楽座 

６ 太政大臣 元寇 土一揆 明智光秀 

７ 日宋貿易 徳政令 細川氏、山名氏 本能寺 

８ 源義経 後醍醐天皇 応仁の乱 豊臣（羽柴）秀吉 

９ 壇ノ浦 楠木正成、足利尊氏 山城国一揆 大阪城 

１０ 源頼朝 建武の新政 一向一揆 関白 

１１ 守護 北朝、南朝 下剋上 全国統一 

１２ 地頭 足利義満 戦国大名 バテレン追放令 

１３ 征夷大将軍 管領 城下町 太閤検地 

１４ 御恩 侍所 分国法 石高 

１５ 奉公 守護大名 石見銀山 刀狩 

１６ 御家人 鎌倉公方 毛利元就 兵農分離 

１７ 北条政子 倭寇 種ケ島 文禄の役 

１８ 執権 勘合 鉄砲 慶長の役 

１９ 承久の乱 日明貿易（勘合貿易） フランシスコ・ザビエル 徳川家康 

２０ 六波羅探題 朝鮮国 １５４９年 関ヶ原の戦い 

２１ 評定（ひょうじょう） 日朝貿易 南蛮人 石田三成 

２２ 御成敗式目 琉球王国 南蛮貿易 大坂の陣 

２３ 下地中分（したじちゅう

ぶん） 

アイヌ民族 キリシタン大名 幕領 

２４ 二毛作 コシャマイン 織田信長 １万石 

２５ 定期市 宋銭、明銭 桶狭間の戦い 藩 



番号 日本史９ 日本史１０ 日本史１１ 日本史１２ 

１ 親藩 絵踏 新井白石 藩校 

２ 譜代大名 朝鮮通信使 享保の改革 寺子屋 

３ 外様大名 シャクシャイン 上げ米の制 フェートン号事件 

４ 老中 備中ぐわ 公事方御定書 異国船打払令 

５ 寺社奉行、町奉行、勘定

奉行 

千歯こき 目安箱 モリソン号事件 

６ 武家諸法度 唐箕 小作人 大塩平八郎 

７ 参勤交代 寛永通宝 地主 天保の改革 

８ 京都所司代 俵物 問屋制家内工業 ペリー 

９ 禁中並公家諸法度 五街道 工場制手工業（マニュファクチュア） 神奈川県、浦賀 

１０ 名字、帯刀 関所 百姓一揆 日米和親条約 

１１ 武士道 旅籠 打ちこわし 下田、函館 

１２ 本百姓 本陣 からかさ連判状 ハリス 

１３ 水のみ百姓 飛脚 田沼意次 日米修好通商条約 

１４ 庄屋、組頭、百姓代 菱垣廻船 寛政の改革 井伊直弼 

１５ 五人組 樽廻船 昌平坂学問所 関税自主権 

１６ えた、ひにん 西廻り航路 ラクスマン 領事裁判権 

１７ 朱印状 東廻り航路 レザノフ 函館、横浜、長崎、新潟、神戸 

１８ 朱印船貿易 河村瑞賢 藩札 英、仏、露、オランダ 

１９ 日本町 三都 国学 尊王攘夷 

２０ 禁教令 将軍のおひざもと 本居宣長 安政の大獄 

２１ 出島 天下の台所 杉田玄白 吉田松陰 

２２ 島原・天草一揆 蔵屋敷 蘭学 桜田門外の変 

２３ オランダ風説書 株仲間 伊能忠敬  

２４ 中国、オランダ 朱子学 適塾  

２５ 鎖国 生類憐みの令 シーボルト  



番号 日本史１３ 日本史１４ 日本の文化１ 日本の文化２ 

１ 木戸孝允 殖産興業 寺 神仏習合 

２ 西郷隆盛 前島密 法隆寺 能 

３ 大久保利通 官営模範工場 正倉院 金閣 

４ 薩長同盟 富岡製糸場 国分寺 国分尼寺 書院造 

５ 坂本龍馬 渋沢栄一 鑑真 水墨画 

６ 大政奉還 開拓使 行基 銀閣 

７ 徳川慶喜 屯田兵 古事記、日本書紀 狂言 

８ 王政復古の大号令 文明開化 風土記 御伽草子 

９ 戊辰戦争 福沢諭吉 万葉集 狩野永徳 

１０ 明治維新 学問のすすめ 仮名文字 千利休 

１１ 五箇条の御誓文 中江兆民 古今和歌集 大日本史 

１２ 五榜の掲示 岩倉使節団 源氏物語 井原西鶴 

１３ 版籍奉還 樺太・千島交換条約 枕草子 近松門左衛門 

１４ 廃藩置県 日清修好条規 新古今和歌集 かぶき踊り 

１５ 府知事 征韓論 方丈記 松尾芭蕉 

１６ 県令 日朝修好条規 金剛力士像 尾形光琳 

１７ 藩閥政治 琉球処分 平家物語 菱川師宣 

１８ 四民平等 自由民権運動 徒然草 喜多川歌麿 

１９ 解放令 西南戦争 法然 十返舎一九 

２０ 富国強兵 国会期成同盟 親鸞 滝沢馬琴 

２１ 学制 自由党 一遍 歌川広重 

２２ 徴兵令 立憲改進党 日蓮 葛飾北斎 

２３ 地租改正 伊藤博文 栄西  

２４ 地券 大日本帝国憲法 道元  

２５  帝国議会 禅宗  



番号 世界史１ 世界史２ 世界史３ 世界史４ 

１ 猿人 コロッセオ ボストン茶会事件 広州 

２ 原人 シャカ 独立宣言 三角貿易 

３ 新人 ヒンドゥー教 ワシントン アヘン 

４ 土器 ユダヤ教 ロック アヘン戦争 

５ 磨製石器 キリスト教 モンテスキュー 南京条約 

６ エジプト文明、ナイル川 イスラム教 ルソー 香港 

７ メソポタミア文明、チグリス川 カトリック教会 絶対王政 領事裁判権 

８ インダス文明、インダス

川 

正教会 聖職者 関税自主権 

９ 中国文明、長江 ローマ教皇 貴族 太平天国の乱 

１０ 太陽暦 十字軍 平民 インド大反乱 

１１ 象形文字 ルネサンス（文芸復興） フランス革命  

１２ 楔形文字 火薬、活版印刷術、羅針盤 人権宣言  

１３ 甲骨文字 免罪符 １７８９年  

１４ オリエント プロテスタント ナポレオン  

１５ アルファベット ルター、カルバン ナポレオン法典  

１６ 孔子 イエズス会 蒸気機関  

１７ 始皇帝 香辛料 世界の工場  

１８ 万里の長城 バスコ・ダ・ガマ 産業革命  

１９ シルクロード コロンブス 資本主義  

２０ アテネ、スパルタ マゼラン 社会主義  

２１ パルテノン神殿 植民地 ビスマルク  

２２ ヘレニズム 東インド会社 ピョートル１世  

２３ アレクサンドロス大王 ピューリタン革命 南下政策  

２４ ミロのビーナス 名誉革命 南北戦争  

２５ ガンダーラ 権利章典 リンカン  



 


