
原始時代 

 

のじりこいせき 野尻湖遺跡 

だせいせっき 打製石器 

じょうもんじだい 縄文時代 

かいづか 貝塚 

（読）どうたく 銅鐸 

ひみこ 卑弥呼 

やまたいこく 邪馬台国 

ぎしわじんでん 魏志倭人伝 

（読）たてあなしきじゅうきょ 竪穴式住居 

たかゆかしきそうこ 高床式倉庫 



大和朝廷と古墳文化 

 

わ 倭 

おおきみ 大王 

うじかばね 氏姓 

そがし 蘇我氏 

こふん 古墳 

（読）はにわ 埴輪 

じゅきょう 儒教 

ぶっきょう 仏教 

とらいじん 渡来人 

だいせんこふん 大仙（山）古墳 

こうくり 高句麗 

くだら 百済 

しらぎ 新羅 



聖徳太子と大化の改新 

 

すいこてんのう 推古天皇 

かんいじゅうにかい 冠位十二階 

おののいもこ 小野妹子 

けんずいし 遣隋使 

なかとみのかまたり 中臣鎌足 

こうちこうみん 公地公民 

くぶんでん 口分田 

そ 租 

ちょう 調 

もっかん 木簡 

こくじ 国司 

てんじてんのう 天智天皇 

おおあまのおうじ 大海人皇子 

おおとものおうじ 大友皇子 

じんしんのらん 壬申の乱 

てんむてんのう 天武天皇 

じとうてんのう 持統天皇 



平城京と聖武天皇 

 

ちょうあん 長安 

へいじょうきょう 平城京 

たいほうりつりょう 大宝律令 

だざいふ 大宰府 

さきもり 防人 

はんでんしゅうじゅほう 班田収授法 

くぶんでん 口分田 

こくぶんじ 国分寺 

しょうそういん 正倉院 

あぜくらづくり 校倉造 

ぎょうき 行基 

こうみょうこうごう 光明皇后 

わどうかいちん 和同開珎 

しょうむてんのう 聖武天皇 



荘園の始まりと天平文化 

 

やまのうえのおくら 山上憶良 

さんぜいっしんのほう 三世一身の法 

こんでんえいねんしざいほう 墾田永年私財法 

しょうえん 荘園 

けんとうし 遣唐使 

すがわらのみちざね 菅原道真 

あべのなかまろ 阿倍仲麻呂 

がんじん 鑑真 

とうしょうだいじ 唐招提寺 

こじき 古事記 

にほんしょき 日本書紀 

まんようしゅう 万葉集 



平安京と桓武天皇 

 

どうきょう 道鏡 

りつりょう 律令 

へいあんきょう 平安京 

さかのうえのたむらまろ 坂上田村麻呂 

えぞ 蝦夷 

えんりゃくじ 延暦寺 

てんだいしゅう 天台宗 

こうやさん 高野山 

こんごうぶじ 金剛峯寺 

しんごんしゅう 真言宗 

こうぼう 弘法 

ひえいざん 比叡山 



摂関政治と国風文化 

 

こんでんえいねんしざいほう 墾田永年私財法 

こうちこうみん 公地公民 

しょうえん 荘園 

ふゆのけん 不輸の権 

ふにゅうのけん 不入の権 

ふじわらのもとなが 藤原元命 

せっしょう 摂政 

かんぱく 関白 

せっかんせいじ 摂関政治 

ふじわらのみちなが 藤原道長 

ふじわらのよりみり 藤原頼通 

びょうどういんほうおうどう 平等院鳳凰堂 

こくふうぶんか 国風文化 

こきんわかしゅう 古今和歌集 

まくらのそうし 枕草子 

げんじものがたり 源氏物語 

しんでんづくり 寝殿造 



院政と平氏の政権 

 

へいし 平氏 

げんじ 源氏 

たいらのまさかど 平将門 

ふじわらのすみとも 藤原純友 

みなもとのよしいえ 源義家 

しらかわてんのう 白河天皇 

いんせい 院政 

ほうげんのらん 保元の乱 

へいじのらん 平治の乱 

だ(い)じょうだいじん 太政大臣 

おおわだのとまり 大和田泊 

だんのうら 壇ノ浦 

いつくしまじんじゃ 厳島神社 

ちゅうそんじこんじきどう 中尊寺金色堂 



鎌倉幕府と承久の乱 

 

せいいたいしょうぐん 征夷大将軍 

かまくら 鎌倉 

ごけにん 御家人 

ごおん 御恩 

ほうこう 奉公 

ほうけんせいど 封建制度 

いっしょけんめい 一所懸命 

ほうじょうまさこ 北条政子 

じょうきゅうのらん 承久の乱 

ごとばじょうこう 後鳥羽上皇 

おき 隠岐 

ろくはらたんだい 六波羅探題 

しっけん 執権 

まんどころ 政所 

もんちゅうじょ 問注所 

しゅご 守護 



元寇と鎌倉文化 

 

じとう 地頭 

にもうさく 二毛作 

どそう 土倉 

こうらい 高麗 

ほうじょうときむね 北条時宗 

ぶんえいのえき 文永の役 

こうあんのえき 弘安の役 

げんこう 元寇 

びわほうし 琵琶法師 

じょうどしゅう 浄土宗 

じょうどしんしゅう 浄土真宗 

じしゅう 時宗 

にちれん 日蓮 

えいさい 栄西 

ぜんしゅう 禅宗 

どうげん 道元 

こんごうりきしぞう 金剛力士像 

うんけい・かいけい 運慶・快慶 



建武の新政と室町幕府 

 

ろくはらたんだい 六波羅探題 

にったよしさだ 新田義貞 

ごだいごてんのう 後醍醐天皇 

けんむのしんせい 建武の新政 

おんしょう 恩賞 

あしかがたかうじ 足利尊氏 

よしの 吉野 

しゅご 守護 

あしかがよしみつ 足利義満 

むろまち 室町 

なんぼくちょう 南北朝 

きんかく 金閣 

かんごうふ 勘合符 

えいらくつうほう 永楽通宝 

かんれい 管領 

さむらいどころ 侍所 

かまくらふ 鎌倉府 



応仁の乱と室町時代の文化 

 

あしかがよしまさ 足利義政 

おうにんのらん 応仁の乱 

りしちょうせん 李氏朝鮮 

りゅうきゅう 琉球 

よりあい 寄合 

いりあいち 入会地 

といまる 問丸 

ばしゃく 馬借 

すいぼくが 水墨画 

おとぎぞうし お伽草子 

ぎおん 祇園 

ぎんかく 銀閣 

しょいんづくり 書院造 



下克上と戦国大名 

 

せんごくじだい 戦国時代 

げこくじょう 下克上 

せんごくだいみょう 戦国大名 

ぶんこくほう 分国法 

しょうちょうのどいっき 正長の土一揆 

やましろのくにいっき 山城の国一揆 

かがのいっこういっき 加賀の一向一揆 

たけだしんげん 武田信玄 

たねがしま 種子島 

てっぽう 鉄砲 

なんばん 南蛮 



信長・秀吉と桃山文化 

 

あづちじょう 安土城 

せきしょ 関所 

らくいちらくざ 楽市楽座 

いっこういっき 一向一揆 

いしやまほんがんじ 石山本願寺 

ひえいざんえんりゃくじ 比叡山延暦寺 

さかい 堺 

とよとみひでよし 豊臣秀吉 

しゅいんじょう 朱印状 

ぶんろくのえき 文禄の役 

けいちょうのえき 慶長の役 

ながしののたたかい 長篠の戦い 

たいこうけんち 太閤検地 

こうさくにん 耕作人 

こくだか 石高 

かのうえいとく 狩野永徳 

しょうへきが 障壁画 



江戸幕府と大名 

 

みかわ 三河 

ほうじょうし 北条氏 

せきがはらのたたかい 関ヶ原の戦い 

せいいたいしょうぐん 征夷大将軍 

ばくはんたいせい 幕藩体制 

しんぱん 親藩 

ふだいだいみょう 譜代大名 

とざまだいみょう 外様大名 

きい 紀伊 

じゅがく 儒学 

たいろう 大老 

ろうじゅう 老中 

まちぶぎょう 町奉行 

てんりょう 天領 

さんきんこうたい 参勤交代 



鎖国と士農工商 

 

しゅいんせんぼうえき 朱印船貿易 

しまばらのらん 島原の乱 

ふみえ 踏絵 

てらうけせいど 寺請制度 

さこく 鎖国 

しん 清 

ちょうせんしゅっぺい 朝鮮出兵 

けいあんのおふれがき 慶安の御触書 

しょうるいあわれみのれい 生類憐みの令 

でじま 出島 



産業の発達と元禄文化 

 

しんでん 新田 

びっちゅうぐわ 備中ぐわ 

せんばこき 千歯こき 

くらやしき 蔵屋敷 

りょうがえしょう 両替商 

みついたかとし 三井高利 

げんろくぶんか 元禄文化 

まつおばしょう 松尾芭蕉 

ちかまつもんざえもん 近松門左衛門 

かわむらずいけん 河村瑞賢 



三大改革 

 

きい（きしゅう） 紀伊（紀州） 

とくがわよしむね 徳川吉宗 

あおきこんよう 青木昆陽 

らんがく 蘭学 

くじかたおさだめがき 公事方御定書 

めやすばこ 目安箱 

たぬまおきつぐ 田沼意次 

てんめいのだいききん 天明の大ききん 

あさまやま 浅間山 

しらかわはん 白河藩 

まつだいらさだのぶ 松平定信 

かんせいのかいかく 寛政の改革 

こうし 孔子 

じゅがく 儒学 

しょうへいざかがくもんじょ 昌平坂学問所 

しゅしがく 朱子学 

はやししへい 林子平 

きょうほうのかいかく 享保の改革 



新しい学問と化政文化 

 

おおしおへいはちろう 大塩平八郎 

みずのただくに 水野忠邦 

てんぽうのかいかく 天保の改革 

もとおりのりなが 本居宣長 

こじきでん 古事記伝 

そんのうしそう 尊王思想 

すぎたげんぱく 杉田玄白 

かいたいしんしょ 解体新書 

なるたきじゅく 鳴滝塾 

たかのちょうえい 高野長英 

いのうただたか 伊能忠敬 

げんろくぶんか 元禄文化 

かせいぶんか 化政文化 

きょうか 狂歌 

せんりゅう 川柳 

うたがわひろしげ 歌川広重 

かつしかほくさい 葛飾北斎 

うきよえ 浮世絵 



開国 

 

ねむろ 根室 

ちしまれっとう 千島列島 

まみやりんぞう 間宮林蔵 

いこくせんうちはらいれい 異国船打ち払い令 

にちべいわしんじょうやく 日米和親条約 

いいなおすけ 井伊直弼 

にちべいしゅうこうつうしょうじょうやく日米修好通商条約 

たかのちょうせい 高野長英 

ちがいほうけん 治外法権 

かんぜいじしゅけん 関税自主権 



幕府の滅亡 

 

いいなおすけ 井伊直弼 

あんせいのたいごく 安政の大獄 

さくらだもんがいのへん 桜田門外の変 

こうぶがったい 公武合体 

そんのうじょうい 尊王攘夷 

なまむぎじけん 生麦事件 

しものせき 下関 

さいごうたかもり 西郷隆盛 

たかすぎしんさく 高杉晋作 

さかもとりょうま 坂本竜馬 

さっちょうどうめい 薩長同盟 

とくがわよしのぶ 徳川慶喜 

たいせいほうかん 大政奉還 

おうせいふっこのだいごうれい 王政復古の大号令 



五か条の御誓文と文明開化 

 

ぼしんせんそう 戊辰戦争 

かつかいしゅう 勝海舟 

ごかじょうのごせいもん 五か条の御誓文 

しみんびょうどう 四民平等 

はんせきほうかん 版籍奉還 

はいはんちけん 廃藩置県 

ふこくきょうへい 富国強兵 

ちょうへいれい 徴兵令 

へいえき 兵役 

ちそかいせい 地租改正 

ふくざわゆきち 福沢諭吉 

おおくましげのぶ 大隈重信 

つだうめこ 津田梅子 



自由民権運動と日清戦争 

 

いたがきたいすけ 板垣退助 

はんばつせいじ 藩閥政治 

みんせんぎいんせつりつのけんぱくしょ 民撰議院設立の建白書 

じゆうみんけんうんどう 自由民権運動 

せいなんせんそう 西南戦争 

じゆうとう 自由党 

りっけんかいしんとう 立憲改進党 

ちちぶじけん 秩父事件 

ちそ 地租 

いとうひろふみ 伊藤博文 

だいにっぽんていこくけんぽう 大日本帝国憲法 

ちしまれっとう 千島列島 

からふと 樺太 



日露戦争と条約改正 

 

こうごのうみんせんそう 甲午農民戦争 

とうがくとうのらん 東学党の乱 

しものせきじょうやく 下関条約 

たいわん 台湾 

やはたせいてつしょ 八幡製鉄所 

さんごくかんしょう 三国干渉 

にちえいどうめい 日英同盟 

みなみまんしゅうてつどう 南満州鉄道 

からふと 樺太 

よさのあきこ 与謝野晶子 

うちむらかんぞう 内村鑑三 

とみおかせいしじょう 富岡製糸場 

はやたせいてつしょ 八幡製鉄所 

むつむねみつ 陸奥宗光 

ちがいほうけん 治外法権 

こむらじゅたろう 小村寿太郎 

かんぜいじしゅけん 関税自主権 



第一次世界大戦と大正デモクラシー 

 

にちえいどうめい 日英同盟 

こめそうどう 米騒動 

はらたかし 原敬 

よしのさくぞう 吉野作造 

みんぽんしゅぎ 民本主義 

おざきゆきお 尾崎行雄 

ふつうせんきょうんどう 普通選挙運動 

ちあんいじほう 治安維持法 



世界恐慌と第二次世界大戦 

 

せかいきょうこう 世界恐慌 

いぬかいつよし 犬養毅 

せいとうないかく 政党内閣 

にちどくいさんごくぐんじどうめい 日独伊三国軍事同盟 

とうじょうひでき 東条英機 

しんじゅわん 真珠湾 

がくどうそかい 学童疎開 

まんしゅうじへん 満州事変 

こくさいれんめい 国際連盟 



戦後の民主化と朝鮮戦争 

 

ちあんいじほう 治安維持法 

ざいばつかいたい 財閥解体 

のうちかいかく 農地改革 

ちょうせんせんそう 朝鮮戦争 

じえいたい 自衛隊 

よしだしげる 吉田茂 

はとやまいちろう 鳩山一郎 

さとうえいさく 佐藤栄作 

おきなわへんかん 沖縄返還 

たなかかくえい 田中角栄 

にっちゅうきょうどうせいめい 日中共同声明 

こくみんそうせいさん 国民総生産 

いけだはやと 池田勇人 

こうどけいざいせいちょう 高度経済成長 


