
2020/04/14 

社会科休校期間中課題 
１年生 
政治経済 

教科書 第３編「現代社会の諸課題」 

第１章 P.220-229の５題から 1 つ、第 2 章 P.230-237の 5 題から 1 つをそれぞれ選択して、探求課題例①

の作文を 400字以上 600字以内で合計 2つ提出。 

 

2年生 
倫理 

準拠ノート P.92-105 

上記ページを、教科書を読みながらチャレンジしましょう。 

 

地理 

資料集「COMPLETE」の別冊「白地図」P.16-25 

上記ページを教科書･地図を参考にチャレンジしましょう。 

 

日本史 

次ページ以降の授業プリントを教科書･プレゼンを参考にチャレンジしましょう。なお、印刷の必要はあり

ません。（  ）などをノートやルーズリーフにメモしたものを提出してもらいます。 

 

3年生 
政治経済 

教科書 第３編「現代社会の諸課題」 

第１章 P.220-229の 5題から 1つ、第 2章 P.230-237の 5題から 1つをそれぞれ選択して、探求課題例①

の作文を 400字以上 600字以内で合計 2つ提出。 

 

地理 

資料集「COMPLETE」の別冊「白地図」P.16-25 

上記ページを教科書･地図を参考にチャレンジしましょう。 

 

日本史 

次ページ以降の授業プリントを教科書･プレゼンを参考にチャレンジしましょう。なお、印刷の必要はあり

ません。（  ）などをノートやルーズリーフにメモしたものを提出してもらいます。 

各学年･各科目、基本的にその科目の最初の授業で提出となります。用意を怠らず頑張って下さい。 

また、評価の対象ともなりますので、心して取り組みましょう！ 



日 B2-1.日本列島と日本人 

https://prezi.com/kp9c2iz5aso4/?token=de95206f83dd7b0d1bd4d9a1f6027e0321f1

656b981466c025079832a3616c33&utm_campaign=share&utm_medium=copy 

日 B2-2.縄文文化の成立 

https://prezi.com/nat_yzsm3yei/?token=d11e45985c87ee82ba3c3fbb2a37fd32885d

1aeb34fbd16b239034957441885e&utm_campaign=share&utm_medium=copy 

日 B2-3.弥生文化の成立 

https://prezi.com/acmorawata0k/?token=c13c5523677909a0f665a23cd1a2b03a6189

1d7373f0c06ef7e9819647bd53d1&utm_campaign=share&utm_medium=copy 

日 B2-4.古墳の出現とヤマト政権 

https://prezi.com/bgq5xv3zsdt3/?token=882d25cef694f5258d2aec0b5e037c0c0d43

6523a587c4ce8ebc2dfc11fbac12&utm_campaign=share&utm_medium=copy 

日 B2-5.東アジア諸国との交渉 

https://prezi.com/awbxgqnjdcpq/?token=43abbc77a975fdf8495291f1589383429f54

d73763fec92bf1574b042adf88c3&utm_campaign=share&utm_medium=copy 

教科書や以下の授業プレゼンを参考に、プリントの（  ）

などを調べてノートやルーズリーフに記入し、提出しなさい。

なお、プリントの実物は授業再開後に配布します。 
 

https://prezi.com/kp9c2iz5aso4/?token=de95206f83dd7b0d1bd4d9a1f6027e0321f1656b981466c025079832a3616c33&utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/kp9c2iz5aso4/?token=de95206f83dd7b0d1bd4d9a1f6027e0321f1656b981466c025079832a3616c33&utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/nat_yzsm3yei/?token=d11e45985c87ee82ba3c3fbb2a37fd32885d1aeb34fbd16b239034957441885e&utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/nat_yzsm3yei/?token=d11e45985c87ee82ba3c3fbb2a37fd32885d1aeb34fbd16b239034957441885e&utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/acmorawata0k/?token=c13c5523677909a0f665a23cd1a2b03a61891d7373f0c06ef7e9819647bd53d1&utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/acmorawata0k/?token=c13c5523677909a0f665a23cd1a2b03a61891d7373f0c06ef7e9819647bd53d1&utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/bgq5xv3zsdt3/?token=882d25cef694f5258d2aec0b5e037c0c0d436523a587c4ce8ebc2dfc11fbac12&utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/bgq5xv3zsdt3/?token=882d25cef694f5258d2aec0b5e037c0c0d436523a587c4ce8ebc2dfc11fbac12&utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/awbxgqnjdcpq/?token=43abbc77a975fdf8495291f1589383429f54d73763fec92bf1574b042adf88c3&utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/awbxgqnjdcpq/?token=43abbc77a975fdf8495291f1589383429f54d73763fec92bf1574b042adf88c3&utm_campaign=share&utm_medium=copy


プリント No.1     組   番 名前：                                   第１章 日本文化のあけぼの 

                                                         １．文化のはじまり 

日本列島と日本人 P.8~ 

地球上に人類が誕生したのは約７００万年前とされている 

地質年代と人類の進化 

地質年代 実年代 主に生活していた人類 

新第三期 ７００万年～２６０万年前 （１．       ）（猿人） 

 

第四紀 

更新世 

前記 ２６０万年～７０万年前 （２．       ）（原人） 

中期 ７０万年～１３万年前 （３．       ）（旧人） 

後期 １３万年前～１万年前 （４．       ）（新人） 

完新世 １万年前～現代 現代人、日本列島の成立 

更新世は（５．       ）とも呼ばれており、寒冷な氷期と比較的温暖な間氷期が交互に繰り返し訪れ、氷

期には海面が現在に比べると、とても低かった（教科書 P.9右上図参照） 

この間に日本列島とアジアが陸続きであったため、野生動物が日本列島に移り、それを追って人類が日本列島に入

ってきたと考えられている 

 

日本人の形成 

現在までに日本で発見された化石人骨 

 

  

 

 

 

 

日本列島にはこれらの人類が最初に移り住んできたと考えられている。小顔で顔が四角く縄文人と似ている点が多

い。その後、北アジアから弥生時代以降に移り住んできた人々と混血を繰り返し日本人の原型を形成した。また、

現代でも沖縄の人々や北海道のアイヌの人々はより強く縄文人の特徴を受け継いでいる。 

 

 

名称 年代 発見された場所 

（６．       ） 約３万２０００年前 
沖縄県那覇市山下 

（セルラースタジアムのあたり） 

（７．       ） 約１万８０００年前 沖縄県八重瀬町港川 

（８．       ） 約１万４０００年前 静岡県浜松市 

沖縄の土壌が旧石器時代人の姿を明らかにした！ 

じつは、日本の旧石器人の全身像を明らかにしたのは、沖縄県から発見された港川人であった。石のようにかた

い人間の骨も、１万年以上たつと地中で酸化して溶けてしまう。しかし、沖縄の土壌は琉球石灰岩と呼ばれるカ

ルシウム分が多いものとなっている。中性か弱アルカリ性のために骨が酸化しにくく、１万年の長い時を経ても

旧石器人の骨が残るのである。 



プリント No.2     組   番 名前：                                   第１章 日本文化のあけぼの 

                                                         １．文化のはじまり 

旧石器時代人の生活 P.9~ 

基本的に打ち欠いただけの（１．       ）を用いた。かつて、日本列島には旧石器時代の遺跡が発見で

きず、旧石器時代の文化が日本にはないとされていたが（２．       ）の調査によりその存在が証明され

た 

この時代、人々は（３．       ）と植物性食料の（４．        ）による生活を行っていた。狩

猟には（５．       ）や（６．       ）などの石器を棒の先端につけた石槍を用い、ナウマン

ゾウ・オオツノジカ・ヘラジカを捕らえた。また、旧石器時代の終わり頃には（７．       ）と呼ばれる

小型石器が出現している 

 

 



プリント No.3     組   番 名前：                                   第１章 日本文化のあけぼの 

                                                         １．文化のはじまり 

縄文文化の成立 P.11～                          （紀元前＝BC=Before Christ＝キリスト以前） 

約１万年前に完新世になると地球は温暖化     （紀元後＝AD＝Anno Domini＝キリストが君臨する時代） 

→氷河が溶けて海進が起こり現在と変わらない日本列島の完成 その他の面でも現在に近い環境へと変化 

・植物 亜寒帯性の針葉樹林→落葉広葉樹林（東日本）・照葉樹林（西日本） 

・動物 マンモスやオオツノジカといった大型動物→ニホンシカやイノシシといった中小動物へ 

 

 

こうした自然環境の変化に応じて人々の生活が大きく変化し（１．      ）が成立する 

 

縄文文化の特徴 

ⅰ．中小動物を射止める狩猟具、（２．       ） 

   →大型動物とは違ってすばしこく逃げまわる動物に対して飛び道具で対応 

ⅱ．植物性食物を煮るための土器、とくに縄文と呼ばれる文様を持つ（３．       ） 

   →低温で焼かれた厚手で黒褐色のものが多い。縄文土器の変化から縄文時代は６つに区分する。 

土器としては世界最古級 

ⅲ．打製石器から一歩先に進んだ（４．       ） 

   →打製石器の表面を「磨」いて作る石器 

以上３点の出現が縄文文化の特徴である 

 

縄文人の生活と信仰 P.12～ 

大きく変化した環境に対応していく 

採集 

旧石器時代と異なり、採集のみでなく農業のスタートも見られる 

→クリ林・ヤマイモの管理・増殖・保護 

 マメ類・エゴマ・ヒョウタンなどの栽培 

 コメ等の穀物の栽培が始まっていた可能性も 

土堀り用の打製の石鍬、木の実をすりつぶす石皿やすり石が数多く発見されている 

 

狩猟 

小さく、すばやくなった獲物に対応する狩猟方法の考案 

→弓矢の使用、（５．       ）の利用 

 

漁労 

海進が進んだ結果さかんになる。各地に数多く残る

（６．       ）からわかる 

→釣り針や銛・やすなどの（７．       ）、石錘、丸木舟が発見されている 



プリント No.4     組   番 名前：                                   第１章 日本文化のあけぼの 

                                                         １．文化のはじまり 

縄文人の生活と信仰 P.12～ 

食料の獲得法が多様化したことで生活は安定 

  →（１．       ）を建てて定住生活をスタートする 

 

縄文時代の住居 

  ⅰ．地面を彫り、その上に屋根をかけてある 

  ⅱ．中央には炉を設け、炊事を共にする少家族 

  ⅲ．日当りがよく、水を確保できる環境 

  ⅳ．貯蔵穴や墓地、貝塚も近辺に設置 

  ⅴ．（２．       ）のような大規模な集落も見つかっている 

 

 

縄文時代の社会を構成する基本的な単位は、竪穴住居（３．       ）程度の世帯から成る

（４．       ）人ほどの集団であったと考えられる 

 

縄文時代の交易 

近隣集団では通婚や情報交換等がおこなわれた。また、 

（５．       ）や（６．       ）の発見か

ら遠方との交易も行われていたことがわかる。 

 

縄文時代の社会 

人々はみんなで協力して生活を守った。また、男性は狩猟や

石器づくり、女性は採集や土器づくりと性別による分業が行われていた。さらに、集団の統率者（リーダー）はい

ても、身分の差はなかったと考えられている。 

 

縄文時代の信仰 

（７．       ）・・・自然物や自然現象には霊が存在し、それを畏怖・崇拝・信仰すること。 

               →巨大な樹木や岩石に霊（精霊）が宿っていると考えた。こういう対象に祈り       

                を捧げ、災害の回避や豊かな収穫を願った。 

 

呪術的風習・・・女性をかたどった（８．       ） 

  男性器を表現したと思われる（９．       ） 

 

縄文時代の風習 

（１０．       ）・・・集団の中の通過儀礼であったと考えられている。統率者の象徴であったと考えられ

ている叉状研歯も見つかっている。 

 

（１１．       ）・・・縄文人の埋葬方法。死者の霊が生者に災いをおよぼすことを恐れた。 

縄文人の交易範囲 



プリント No.5     組   番 名前：                                   第１章 日本文化のあけぼの 

                                                         ２．農耕社会の成立 

弥生文化の成立 P.15～ 

日本が縄文文化を営んでいるころお隣の中国では・・・、 

・稲作やアワ、キビの農耕が始まり農耕社会が成立 

・紀元前６世紀頃から鉄器の使用がスタート→農業生産が著しく進む 

 

 

  その影響は周辺の朝鮮や日本に波及 

およそ２５００年前、縄文時代の終わり頃に北部九州で米作りスタート 

紀元前４世紀頃、西日本に（１．       ）を基礎とする

（２．       ）が成立し、東日本にも広まった。その結果、北海

道と南西諸島を除き日本列島の大部分は食料採集から食料生産の段階

へと移行した。この紀元前４世紀頃から紀元後３世紀の中頃までの時期

を（３．       ）と呼んでいる。 

  

 

 

 

 

弥生文化の特色 

  ⅰ．縄文土器から一歩進んだ（６．       ）の使用 

  ⅱ．青銅（祭祀）や鉄器（武器・農耕具）など（７．       ）の使用 

  ⅲ．水稲農耕の開始 

 

こうした、縄文時代にはなかった新しい技術は中国や朝鮮半島から伝えられた。また、発見されている弥生人骨に

は、縄文人より背が高く、顔が面長で起伏の少ないものが見られる。これは、弥生時代に中国や朝鮮半島の人々が

技術とともに移り住んできたことを示している。しかし、弥生文化には縄文文化を受け継いでいる面も多く見受けら

れることから、縄文人と移り住んできた人々が共に生み出した文化であると考えられる。 

 

弥生人の生活 P.17～ 

食料生産 

 

 

 

 

 

 

その他にも、狩猟や漁労もさかんで、ブタの飼育が行われていたこともわか

っている。 

北海道と沖縄 

弥生文化は北海道と沖縄に入ってこなかった。日本列島で弥生文化が営まれている間、北海道では

（４．       ）、沖縄では（５．       ）と呼ばれる食料採集文化が継続していた。 

  稲作 

１．小区画の湿田で行われた（後に灌漑施設を備えた乾田へ） 田植え 

２．木製農具（木鍬・木鋤・田下駄など）使用（後に鉄製農具へ） 

３．（８．       ）で穂首刈り（後に鉄鎌で根刈り） 

４．脱穀には木臼・竪杵を使用 穗のまま（９．       ）・貯蔵穴へ 



プリント No.6    組   番 名前：                                   第１章 日本文化のあけぼの 

                                                         ２．農耕社会の成立 

弥生人の生活 P.17～ 

住居・集落 

住居は縄文時代と同じく竪穴住居が一般的 

高床倉庫や平地式建物も次第に多くなる 

集落を構成する住居の数が多くなり、 

大規模集落も現れた。中には周りに深い濠や土塁をめぐらせた（１．       ）や見晴らしの良い山上に設

置する高地性集落もあった 

 

墓制 

集落近くの共同墓地へ葬られる 

一般的（全国で見られる）・・・土壙墓・木棺墓・箱式石棺墓などに

（２．       ）でおさめられている。 

九州北部・・・地上に大石を配した（３．       ）や、特製

大型甕棺での埋葬も見られる（朝鮮半島からの影響が

考えられる） 

盛り土の墓・・・低い墳丘の周りに溝をめぐらした（４．       ） 

が出現する。また、弥生時代の後期にはいると、岡

山県の（５．       ）や山陰地方の

（６．       ）のような大規模な墳丘墓も出現する。 

墓の規模や副葬品の差は、集団の中に身分差が現われ、各地に強力な支配者が出現したことを示している。 

 

青銅器 

集落では豊かな収穫を祈願、あるいは収穫を感謝する祭が行われていた。 

これらの祭では（７．       ）や銅剣などの青銅器が使用された。 

  ・銅 鐸・・・近畿地方          地域によって使用された道具が決まっていることから、 

  ・平型銅剣・・・瀬戸内中部         ある一定の影響下にある地域圏が出現したことを示してい 

  ・銅矛・銅戈・・・北部九州          る。 

支石墓 

環濠集落の模型 



プリント No.7    組   番 名前：                                   第１章 日本文化のあけぼの 

                                                         ２．農耕社会の成立 

小国の分立 P.19~ 

弥生時代には縄文時代に見られなかった防御施設としての環濠集落や、武器が出現 

→弥生時代は農耕社会が成立し、蓄積された余剰生産物をめぐる戦いの時代であった 

強力な集落は周辺の集落を統合し（１．       ）へと成長した。弥生時代中期以降に

現れる特徴的な墓は（１）の王のものと考えられる 

 

日本が初めて記録に残る 

中国の歴書に日本に関する記録が登場し始める。当時、日本は日本と呼ばれておらず（２．       ）と中

国の記録に残っている。（教科書 P.20❶）（（中国と比較して東にあり日の出の方向）日の本→日本→ジッポン→ジ

パング→ジャパン） 

 Ⅰ．（３．       ）・・・「倭人」の社会は百余国にわかれ、（４．       ）に定期的に使者を

送っていた。 

 Ⅱ．（５．       ）・・・紀元５７年に倭の奴国の王の使者が、後漢の都洛陽におもむいて光武帝から

印綬を受ける。この時のものとされる（６．       ）が福岡市志賀島で

見つかっている 

 Ⅲ．（５）と同じ書物・・・１０７年、倭国王帥升等が生口（奴隷）１６０人を安帝に献上する 

 

 

他の小国より倭国内での立場を高めようとして、中国に使者を送っていた 

 

邪馬台国連合 P.21~ 

２２０年、中国では後漢が滅ぶ→三国時代 その歴史書の記述から 

（７．       ）・・・倭国大乱。（８．       ）の（９．       ）を指導者としてたてた

ところ、騒乱がおさまる。２９国の小国連合の完成。（９）は２３９年、魏に使者を

送り「親魏倭王」の称号等を送られる。巫女として呪術的権威を背景に政治を行う 

 

邪馬台国 

Ⅰ．大人と下戸の身分差 

Ⅰ．統治組織や租税、刑罰の制度  

Ⅱ．市場の存在 

 Ⅲ．卑弥呼は２４７年頃に亡くなり、男の王が  

国を引き継ぐがおさまらず、卑弥呼の宗女（一族の女性）（１０．       ）が王となりようやくお

さまる 

  Ⅴ．２６６年、晋に使いを送ったのを最後に以後１５０年間歴史から姿を消す。 

 

邪馬台国の所在地論争（資料集 P.35□3 ） 

中国の歴史書の読み方から大きく分けて２つの所在地が考えられている。 

（１１．       ）・・・後のヤマト政権につながることになり、３世紀ですでに近畿から九州と広範囲

を支配する組織が完成していたことになる。 

（１２．       ）・・・こちらをとれば邪馬台国の規模は比較的小さい。ただし、これが成長し後のヤ

マト政権を形成か。（教科書 P.22❶） 

小国の王たちの目的は？ 
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古墳の出現とヤマト政権 P.23 

弥生時代後期から出現し始めた大きな墳丘墓 

３世紀中頃以降、より大規模な（１．       ）が西日本を中心に出現する。 

 

出現期の古墳の特徴 

  ⅰ．多くは前方後円墳。もしくは前方後方墳の形状 

  ⅱ．長い木棺を（２．       ）におさめた埋葬施設 

  ⅲ．銅鏡をはじめとする多数の（３．       ）的な副葬品 

 

出現期の古墳は近畿から瀬戸内にかけて築かれているが、最も規模が大

きいものは奈良県（大和地方）にある（４．       ）である（卑

弥呼の墓とする説がある）。また、地域差の大きかった弥生時代の墳丘墓

に対して「前方後円墳」という画一性を持った古墳が多数現れている。 

 

 

この時期大和地方を中心とする（５．       ）という政治連合が形成されたことがわかる。 

更に、４世紀中頃までに東北地方にも古墳が出現し、東日本におよぶヤマト政権の拡大を示している。 

 

前期・中期の古墳 P.23~ 

古墳の形状 

前方後方墳・前方後円墳・円墳・方墳など 

→大規模な古墳はほぼ前方後円墳となっている 

各地の首長が採用した形状であったために前方後円墳が多数となっている。 

 

埴輪 

葬列模倣、殉死代用などのためか 

前期には（６．       ）や器財埴輪→中期以降に（７．       ）が登場する 

 

埋葬施設 

前期・中期→木棺や石棺を竪穴式石室におさめる 

後 期→（８．       ）が多くなる 

 

副葬品 

前期→（９．       ）を中心とする銅鏡、腕輪型石製品など 

→呪術的・宗教的色彩が強い 

 

中期→武器や武具、馬具が加わる 

→被葬者の武人的性格強まる 

 

巨大古墳登場の意味 

これら巨大な古墳は 5世紀のヤマト政権の（１０．       ）の墓と考えられる。 

→中期には近畿中央部以外にも巨大な前方後円墳が見られ、ヤマト政権の連合体の中で重要な豪族の支配す

る地域であったことを示している。 
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古墳文化の変化 P.28~ 

６世紀、古墳時代後期には古墳に大きな変化が現れる。 

・竪穴式石室→（１．       ）が一般化 

 ・多量の土器（２．       ）の副葬→葬送儀礼、生前の儀礼の様子を表現か 

 

古墳の地域的特色 

九州北部：石人・石馬をたてた古墳 

九州・茨城・福島：壁画を持つ（３．       ） 

 

古墳の変化 

吉備で大きな前方後円墳が作られなくなる 

→（それまでのヤマト政権）各地の豪族の連合体 

 

 

大王を中心とした近畿地方の勢力に各地の豪族が服属 

  →前方後円墳を作っていいのは大王家（後の天皇家）だけになった 

 

有力農民層の古墳 

ヤマト政権の変化に伴い（４．       ）と呼ばれる小古墳が数多く築かれる 

群集墳が現れた意味と背景を教科書 P.29の記述より抜き出してみよう 

 

装飾古墳の一例：茨城県の虎塚古墳 

・古墳を作れる力を持った有力農民層の登場。 

・ヤマト政権の身分制度に有力農民層を組みいれて、支配下においた。 
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古墳時代の人びとの生活 P.29~ 

古墳時代は支配者と非支配者の生活がはっきりと分離した時代であった。 

住居 

豪族：民衆の集落から離れた場所に、環濠や柵列をめぐらした居館を営む。 

民衆：環濠などが見られない。竪穴住居や平地住居、高床倉庫など。カマドの使用。 

 

土器 

（１．       ）・・・古墳時代前期から中期に使用された弥生土器の系譜を引く赤焼きの土器。 

（２．       ）・・・5世紀に朝鮮半島から製作技術が伝えられ使用された硬質で灰色の土器。 

 

衣服 

男性：衣と乗馬ズボン風の袴 

女性：衣とスカート風の裳 

→埴輪に当時の人びとの服飾が表現されている。 

 

祭祀 

古墳時代の人びとにとって農耕に関する祭祀は最重要なもの。 

・豊作を祈る春の（３．       ） 

・収穫を感謝する秋の（４．       ） 

 

その他、人びとは円錐形の整った形の山（富士山等）等の自然物を神の宿る所と考え、祭祀の対象とした。 

（教科書 P.31❶） 

その他に、 

・禊、祓・・・災厄や身の穢れを払いのける神事 

・（５．       ）・・・鹿の骨を焼いて行う占い 

・（６．       ）・・・熱湯に手を入れて手がただれるかどうかで真偽を判断する 

 

古墳の終末 P.31~ 

６世紀末から７世紀初めにかけて前方後円墳の造営が終わる。 

→ヤマト政権の強烈な規制の結果 

→中国では隋が南北統一を果たし、東アジア情勢の変化 

→倭国も大王を中心とする中央集権的な国家形成を目指 

すようになる 

ただし、前方後円墳が造営されなくなっても形を変えて古墳は造営され続ける。 

さらに、大王の墓も（７．       ）という形状へと変化 

→一般の豪族を超越した支配者としての存在であると墓の形状で示そうとした。 

八角墳形式図 
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東アジア諸国との交渉 P.26~ 

中国の様子            朝鮮半島の様子 

三国時代→晋→南北朝時代       北部：中国東北部から興った（１．       ）が楽浪郡を滅ぼす 

                   南部：馬韓・弁韓・辰韓の小国連合 

     4世紀半ばに馬韓→（２．       ） 辰韓→（３．       ） 

 

倭国（ヤマト政権）の様子 

鉄資源の確保や先進技術習得のために（４．       ）と密接な関係（支配） 

一方で、百済や新羅を服属させ、高句麗と争う→高句麗の（５．       ）碑文記述より 

 

 

   ・高句麗の騎馬軍団との戦いから騎馬技術を身につける→以後、古墳の副葬品に馬具が登場する 

   ・多くの（６．       ）による技術・文化の紹介 

   ・『宋書』倭国伝に記された（７．       ）の中国南朝への朝貢 

      →朝鮮半島での政治的立場を有利にするねらい 

 

大陸文化の受容 P.27~ 

より進んだ鉄器、機織り、金属工芸、土木・・・etc→朝鮮半島から渡来した人々によって伝えられる 

ⅰ．王 仁・・・（８．       ）の祖。『論語』（儒教）『千文字』（漢字）を伝える 

ⅱ．（９．       ）・・・東漢氏の祖。文筆伝え、財務に携わる 

ⅲ．（１０．       ）・・・秦氏の祖。養蚕、機織りを伝える 

 

 

      ・韓鍛冶部→鉄の加工   

      ・陶作部（須恵器の生産） 

      ・錦織部→織物生産    

      ・鞍作部→馬具の作成   

      ・史部→文筆 

 

文化の伝来 

渡来人によっていろいろな文化が伝えられる 

 ⅰ．（１１．       ）の使用開始→稲荷山古墳から出土した鉄剣や『帝紀』『旧辞』に使用される 

 ⅱ．６世紀百済から渡来した五経博士が（１２．       ）を伝える 

 ⅲ．（１３．       ）の伝来 

 ⅳ．その他に、医（医学）・易（占い）・暦（カレンダー）が伝えられる 

多くの影響を受ける 

ヤマト政権は彼らを専業者集団（品部）に組織する 

大陸文化の受容を通じて日本は新たなステージへ 
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ヤマト政権と政治制度 P.32~ 

5世紀後半～6世紀にかけて支配体制の形成期 

その勢力範囲も拡大 

  →鉄剣に残された記録には「獲加多支鹵
わ か た け る

大王」こと（１．       ）の名前が見える 

 

ヤマト政権の支配制度 

（２．       ）という体制のもと、大王を中心に政権を運営 

ⅰ．豪族たちは血縁やその他の政治的関係をもとに構成された（３．       ）に編成される 

  ⅱ．氏単位にヤマト政権の職務を分担し、大王は彼らに（４．       ）を与えた 

      →  ・地名から氏名をとった豪族には（５．       ） 

         ・職掌から氏名とった豪族には（６．       ） 

         ・地方には君・直など 

有力豪族たちは、（７．       ）と呼ばれた役人を率い、業務を分担 

  →ヤマト政権が運営された 

更に、私有地（８．       ）や私有民（９．       ）を所有し、特権的な立ち位置を築いた 

 

地方豪族の抵抗 

大王権力の拡大に抵抗する地方豪族が現れる。 

（１０．       ）・・・６世紀初めに筑紫国造磐井が新羅と結び起こした大規模な戦乱 

               ２年がかりで鎮圧するも、今後の備えに大王は 

                 ・直轄地として（１１．       ） 

                 ・直轄民として（１２．       ）を設置し、支配を強めていった 

 

従えた地方豪族の扱い 

（１３．       ）・・・地方の支配権を認められる代わりに、子女の出仕や軍事奉仕などを課せられた 

 


