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デジタルハリウッド大学

2022 年度 一般選抜 A 方式 

日本史  [60 分] 

【 注 意 事 項 】

1. 試験監督の指示があるまでは、問題冊子は開かないこと。

2. 試験監督から指示があったら、解答用紙に氏名・受験番号を正確に記入し、受験番号マーク欄にも

受験番号を正確にマークすること。

3. 試験開始の合図後、この問題冊子を開き、16 ページ（白紙ページ含む）揃っているか確認すること。

4. 乱丁、落丁、印刷不鮮明などがある場合は、手を挙げて試験監督に知らせること。

5. 解答は、すべて別紙の解答用紙の解答欄にマークすること。

6. 試験開始から終了までの間は、試験教室から退出できません。

7. 不正行為を行った場合は、その時点で受験の中止と退室を指示され、同日受験したすべての科目

の成績が原則無効となる。

8. 解答用紙は試験終了後、回収される。問題冊子は持ち帰っても良い。
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第１問 次のＡ～Ｄの文章を読み、あとの各問いに答えよ。 

Ａ 平安時代の末期、天台の教学を学んだ法然は、浄土教を革新して浄土宗を開いた。

その教えは、①誰でも易行によって極楽浄土に往生できるというものであったので、

庶民や武士の間に広まった。鎌倉時代に入ると、旧仏教側に危機感が高まり、高山寺

を再興した華厳宗の学僧（   ）は『摧邪輪』を書いて、他力念仏の宗派を批判し

た。やがて浄土教系には親鸞や②一遍が現れた。

問１ 空欄（ ）に該当する学僧の名を、次のうちから選べ。 

(1)忍性(良観) (2)貞慶(解脱) (3)叡尊(思円) (4)明恵(高弁)

問２ 下線部①に も関係の深いものを、次のうちから選べ。 

(1)七字の題目 (2)公案問答 (3)只管打坐 (4)専修念仏

問３ 下線部②に関する記述として も適切なものを、次のうちから選べ。 

(1)煩悩の深い人間こそが阿弥陀仏の救いの対象であるという悪人正機説を唱

えた。

(2)踊念仏によって多くの民衆に教えを広めた。

(3)ハンセン病患者の救済施設として北山十八間戸を建てた。

(4)『立正安国論』を著して、鎌倉幕府に提出した。

Ｂ 源平の争乱後、重源は東大寺の復興事業に中心的な役割を果たし、長い年月をか

けて東大寺の再建などを行った。この復興事業には奈良仏師らも協力し、③彼らは

写実的で力強い彫刻作品を数多くつくった。一方、絵画では、④絵巻物が全盛期を

迎え、似絵の作者としては藤原隆信・信実父子などが活躍した。また、鎌倉時代後

期には、⑤書道にも新しい流れが生まれた。
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問４ 下線部③に関する記述として も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)平等院鳳凰堂の阿弥陀如来像は、定朝がつくった木像である。 

(2)東大寺の僧形八幡神像は、運慶がつくった木像である。 

(3)六波羅蜜寺の空也上人像は、康勝がつくった木像である。 

(4)興福寺の無著像は、鞍作鳥(止利仏師)がつくった木像である。 

 

問５ 下線部④に関して、鎌倉時代に描かれた絵巻物として適切でないものを、次の

うちから選べ。 

 

(1)「北野天神縁起絵巻」  (2)「男衾三郎絵巻」 

(3)「平治物語絵巻」    (4)「信貴山縁起絵巻」 

 

問６ 下線部⑤に関して、青蓮院流を創始した人物を、次のうちから選べ。 

 

(1)小野道風  (2)狩野永徳  (3)本阿弥光悦  (4)尊円入道親王 

 

 

Ｃ 南朝の重臣の北畠親房は、⑥伊勢神道の理論を背景として常陸の小田城で歴史書を

記述し、南朝の正統性を主張した。南北朝時代には、南北朝の動乱を南朝側から活写

した軍記物語や、鎌倉時代の出来事を編年体で叙述した歴史書も書かれた。室町時代

になると、３代将軍の足利義満は、相国寺を建立して臨済宗の京都五山の第２位とし、

⑦臨済宗の五山派寺院の管理と保護に当たらせた。そのため、室町幕府の保護のもと

で、⑧五山派の寺院は、政治・外交面に加え、五山文学や水墨画などの面でも人材を

輩出した。 

 

問７ 下線部⑥に該当する歴史書を、次のうちから選べ。 

 

(1)『神皇正統記』  (2)『梅松論』  (3)『元亨釈書』  (4)『吾妻鏡』 

 

問８ 下線部⑦に含まれないものを、次のうちから選べ。 

 

(1)天龍寺  (2)妙心寺  (3)東福寺  (4)建仁寺 
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問９ 下線部⑧に関する記述として も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)絶海中津は、義堂周信と並ぶ代表的な五山文学僧である。 

(2)夢窓疎石は、水墨画の「五百羅漢図」を残した僧である。 

(3)一休宗純は、足利義満の政治・外交顧問として活躍した僧である。 

(4)桂庵玄樹は、水墨画の「四季山水図巻」を残した僧である。 

 

 

Ｄ ８代将軍の足利義政は京都の東山に山荘を営み、銀閣や持仏堂を建立した。⑨この

持仏堂の一室に採用された建築様式は近代の和風住宅の様式の源流となった。そこに

見られる禅の精神は、東山文化の基調となり、⑩茶の湯や花道のような今日の伝統文

化の成立にも影響を与えた。一方、戦国時代に再び興隆期を迎えた連歌の分野では、

各地を遍歴した連歌師たちによって正風連歌の作風や、⑪俳諧連歌の作風などが広め

られ、地方武士や庶民の間にも多くの愛好者が生まれた。 

 

問10 下線部⑨は、違い棚などを特色とする建築様式である。この建築様式を、次の

うちから選べ。 

 

(1)寝殿造  (2)切妻造  (3)書院造  (4)数寄屋造 

 

問11 下線部⑩に関する記述として適切でないものを、次のうちから選べ。 

 

(1)京都六角堂の僧の周文は池坊花道の祖となった。 

(2)堺の茶人であった武野紹鷗は侘茶の簡素化に貢献した。 

(3)生花は、座敷の床の間を飾る立花様式が定まった。 

(4)村田珠光は茶会を茶の湯にまで高めた。 

 

問12 下線部⑪に関する記述として も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)宗祇が『新撰菟玖波集』を編んだ。 

(2)二条良基が『応安新式』を編んだ。 

(3)東常縁が『閑吟集』を編んだ。 

(4)宗鑑が『犬筑波集』を編んだ。 
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第２問 次の略年表について、あとの各問いに答えよ。 

 

1560 年 桶狭間の戦い……………………① 

1582 年 本能寺の変………………………② 

1590 年 小田原の北条氏の滅亡…………③ 

1600 年 関ヶ原の戦い……………………④ 

1615 年 大坂夏の陣………………………⑤ 

1639 年 ポルトガル船の来航の禁止……⑥ 

1651 年 由井(比)正雪の乱(慶安の変)…⑦ 

1695 年 元禄の貨幣改鋳の開始…………⑧ 

1709 年 正徳の政治の開始………………⑨ 

 

問13 ①と②の間の出来事を、次のうちから選べ。 

 

(1)サン=フェリペ号事件がおこり、26聖人が長崎で殉教した。 

(2)将軍の足利義昭が京都から追放されて、室町幕府が滅んだ。 

(3)四国の大半を支配していた長宗我部元親が土佐一国だけの大名となった。 

(4)中国地方に勢力をもっていた大内氏が滅び、日明貿易が断絶した。 

 

問14 ②と同じ年の出来事として適切でないものを、次のうちから選べ。 

 

(1)天目山の戦いで、武田氏が滅亡した。 

(2)山崎の合戦で、明智光秀が敗れた。 

(3)秀吉が太閤検地を始めた。 

(4)姉川の戦いで、浅井・朝倉連合軍が敗れた。 
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問15 ②と③の間における秀吉と関係の深い出来事を年代の古い順に正しく並べた

ものを、次のうちから選べ。 

 

(1)四国平定→賤ヶ岳の戦い→九州平定 

(2)九州平定→小牧・長久手の戦い→賤ヶ岳の戦い 

(3)小牧・長久手の戦い→四国平定→九州平定 

(4)賤ヶ岳の戦い→九州平定→四国平定 

 

問16 ③のあと、関東に移封された大名を、次のうちから選べ。 

 

(1)徳川家康  (2)毛利輝元  (3)島津義久  (4)大村純忠 

 

問17 ④に関して、豊臣政権の五奉行の一人で、西軍の中心人物として、関ヶ原の戦

い後に処刑された人物を、次のうちから選べ。 

 

(1)小早川隆景  (2)石田三成  (3)前田利家  (4)上杉景勝 

 

問18 ⑤と同じ年に発布された法令として適切でないものを、次のうちから選べ。 

 

(1)諸大名の居城を一つに限る法令が発せられた。 

(2)諸大名に対して、初めて武家諸法度が発せられた。 

(3)日本人の海外渡航と在外日本人の帰国を禁止する鎖国令が発せられた。 

(4)金地院の崇伝が起草した禁中並公家諸法度が発せられた。 

 

問19 ⑥よりも前の出来事を、次のうちから選べ。 

 

(1)長崎に雑居していた清国人の居住地を限定するため、唐人屋敷が設置された。 

(2)海舶互市新例(長崎新令)が発せられ、対外貿易額が制限された。 

(3)益田時貞(天草四郎時貞)を首領とする島原の乱がおこった。 

(4)オランダ商館が長崎の出島に移された。 
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問20 ⑦と同じ年の出来事を、次のうちから選べ。 

 

(1)家臣が、死んだ君主のあとを追って自害する殉死が厳禁された。 

(2)田畑の細分化を防ぐために、 初の分地制限令が発せられた。 

(3)紫衣事件をきっかけに、後水尾天皇が譲位した。 

(4)牢人(浪人)発生の一因と考えられた末期養子の禁止が緩和された。 

 

問21 ⑧に関する記述として適切でないものを、次のうちから選べ。 

(1)この改鋳は、勘定吟味役(のちに勘定奉行)の堀田正俊の意見を採用して行わ

れた。 

(2)この改鋳は、慶長金銀の鋳造・発行以来初めて行われたものであった。 

(3)この改鋳によって、幕府は多大な収入を得ることができた。 

(4)この改鋳によって物価は騰貴し、人々の生活が圧迫された。 

 

問22 ⑨の政治を主導した朱子学者を、次のうちから選べ。 

 

(1)保科正之  (2)木下順庵  (3)柳沢吉保  (4)新井白石 

 

問23 ⑨の政治に関する記述に該当しないものを、次のうちから選べ。 

 

(1)閑院宮家を創設して、天皇家との結びつきを深めた。 

(2)湯島に聖堂を建てて、林鳳岡(信篤)を大学頭に任じた。 

(3)正徳金銀を発行して、金銀の含有率を慶長金銀に戻した。 

(4)朝鮮からの通信使に対する待遇を簡素化した。 
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第３問 次のＡ・Ｂの文章を読み、あとの各問いに答えよ。 

 

Ａ 日本経済は、1880 年代後半の企業の勃興期を経て、①日清戦争の前後に、軽工業を

中心に産業革命が進展する時期を迎え、日露戦争前後には、重工業も官営事業を中心

として急速に成長した。また、産業の発展と並行する形で、②金融・貿易に関しても

制度の整備が進められた。こうして資本主義が本格的に成立し進展していくなかで、

③官営事業の払下げを受けた政商のなかには、財閥へと成長していくものもあった。 

  その一方で、産業革命の発展とともに、④劣悪な労働条件や労働者の貧困などが大

きな社会問題となり、様々な社会運動が広がった。また、農村の荒廃や公害の問題も

引きおこされた。 

 

問24 下線部①に関する記述として も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)豊田佐吉を中心に大阪紡績会社が設立され、綿糸の機械制生産が急増した。 

(2)生糸の輸出量は、日清戦争後に急増し、19世紀末に世界 大となった。 

(3)ドイツの技術を導入して、山口県に官営八幡製鉄所が設立された。 

(4)イギリスの資本を導入して、北海道の室蘭に日本製鋼所が設立された。 

 

問25 下線部②に関する次の a・ｂの記述の正誤の組合せとして も適切なものを、

あとのうちから選べ。 

 

ａ．第２次松方正義内閣によって新貨条例が制定され、日清戦争の賠償金を準

備金として金本位制が確立された。 

ｂ．日本勧業銀行や日本興業銀行など、特定の分野や政策に融資を行う特殊銀

行の設立が進められた。 

 

(1)ａ－正 ｂ－正  (2)ａ－正 ｂ－誤 

(3)ａ－誤 ｂ－正  (4)ａ－誤 ｂ－誤 

 

問26 下線部③に関して、海運事業を中心に成長し、官営長崎造船所の払下げを受け

た財閥を、次のうちから選べ。 

 

(1)三菱  (2)三井  (3)住友  (4)安田 
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問27 下線部④に関する記述として も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)横山源之助は『女工哀史』を著し、労働者の置かれた過酷な状況を指摘した。 

(2)高野房太郎らは、労働組合の結成を促進するために労働組合期成会をつくっ

た。 

(3)工場法は、資本家の反対を押し切って公布され、同時に施行された。 

(4)平民社を設立した堺利彦は、天皇の暗殺を計画したとして、死刑になった。 

 

問28 下線部④に関して、（ ア ）によって創刊された雑誌（ イ ）は、長崎県

の高島炭鉱の鉱夫が置かれた悲惨な状況を報道し、大きな反響をよんだ。空欄

（ ア ）・（ イ ）に該当する語句の組合せとして も適切なものを、次の

うちから選べ。 

 

(1)ア－徳富蘇峰 イ－『国民之友』  (2)ア－徳富蘇峰 イ－『日本人』 

(3)ア－陸羯南  イ－『国民之友』  (4)ア－陸羯南  イ－『日本人』 

(5)ア－三宅雪嶺 イ－『国民之友』  (6)ア－三宅雪嶺 イ－『日本人』 

 

 

Ｂ ⑤明治政府による当初の文化政策は、神道の国教化など急進的な復古主義の色彩を

強く帯びたものであったが、近代化政策を推進する必要性などもあって、やがて軌道

修正を余儀なくされた。すなわち、欧化・近代化を進めるのと同時に、国民の精神的・

宗教的な支柱となるものを確立することが、明治政府の重要な課題となったのである。

このような観点から、⑥国民皆学のための制度が整えられていった。やがて、欧米の

文物の受容が進むなかで、⑦明治時代の中期以降には、自然科学の分野ですぐれた業

績が現れたほか、⑧文学や芸術などの分野でも多くの成果が生まれた。 

 

問29 下線部⑤に関する記述として適切でないものを、次のうちから選べ。 

 

(1)政府は神仏分離令を出して、古代以来の神仏習合を禁止した。 

(2)政府は、神武天皇が即位したとされる２月11日を紀元節として祝日と定めた。 

(3)長崎県浦上の隠れキリシタンが流罪となったが、列国の抗議で釈放された。 

(4)浄土真宗の僧侶の高山樗牛は、神道の国教化を批判し、政教分離を唱えた。 
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問30 下線部⑥に関する次のＡ～Ｃの出来事を年代の古い順に正しく並べたものを、

あとのうちから選べ。 

 

Ａ．「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」という一

節で有名な勅語が発布された。 

Ｂ．学制が廃止され、教育に対する地方の権限を強めた教育令が制定された。 

Ｃ．帝国大学令が公布され、東京大学が帝国大学へと改組された。 

 

(1)Ａ→Ｂ→Ｃ  (2)Ａ→Ｃ→Ｂ  (3)Ｂ→Ａ→Ｃ 

(4)Ｂ→Ｃ→Ａ  (5)Ｃ→Ａ→Ｂ  (6)Ｃ→Ｂ→Ａ 

 

問31 下線部⑦に関する記述として も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)長岡半太郎は原子構造の研究を行い、日本の物理学の基礎をつくった。 

(2)木村栄はアドレナリンの抽出に成功したほか、理化学研究所の創設に尽力し

た。 

(3)志賀潔は破傷風菌の純粋培養に成功したほか、ペスト菌を発見した。 

(4)鈴木梅太郎は赤痢菌を発見したほか、化学療法の研究に大きな業績を残した。 

 

問32 下線部⑧に関して、明治時代の後半(1890～1912年)における作家・芸術家の名

と、その作品の組合せとして も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)島崎藤村－小説『金色夜叉』  (2)田山花袋－小説『蒲団』 

(3)石川啄木－歌集『みだれ髪』  (4)荻原守衛－木彫「老猿」 
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第４問 次のＡ・Ｂの文章・史料を読み、あとの各問いに答えよ。 

 

Ａ 日本は、1920 年の戦後恐慌、1923 年の震災恐慌、①1927 年の金融恐慌と、立て続

けに不況に見舞われた。そのため政府は、こうした不況(恐慌)のたびに日本銀行券を

増発したが、経済破綻を一時的に防止しただけであった。そこで政府は、慢性的な不

況に悩む日本企業の根本的な立直しをはかるため、1930 年に②金解禁を断行した。し

かし、前年に始まった世界恐慌の影響が日本にも及び、昭和恐慌がおこった。このよ

うに日本の政治・経済が混迷を深めるなかで、③右翼による国家改造運動が盛んとな

った。 

 

問33 下線部①に関する次の a・ｂの記述の正誤の組合せとして も適切なものを、

あとのうちから選べ。 

 

ａ．震災手形の処理法案の審議中に、日本銀行総裁の失言によって一部の銀行

の経営悪化が表面化し、取付け騒ぎがおこったことから、この恐慌は始ま

った。 

ｂ．第１次若槻礼次郎内閣は、巨額の不良債権を抱えた台湾銀行を救済するた

めの緊急勅令案を策定したが、枢密院の了承を得ることができなかった。 

 

(1)ａ－正 ｂ－正  (2)ａ－正 ｂ－誤 

(3)ａ－誤 ｂ－正  (4)ａ－誤 ｂ－誤 

 

問34 下線部①を鎮静化した田中義一内閣に関する記述として も適切なものを、次

のうちから選べ。 

 

(1)この内閣は、警視庁に特別高等課(特高)を創設して、共産主義者への取締り

を強化した。 

(2)この内閣は、中国における満州軍閥の張作霖の打倒を目ざして、三度にわた

る山東出兵を行った。 

(3)この内閣は、不戦条約について、条文中の「人民ノ名ニ於
おい

テ」の箇所が国内

で問題となったため、不戦条約の批准を行わなかった。 

(4)この内閣は、「満州某重大事件」の処理をめぐって、首相自身が昭和天皇か

ら叱責を受けたため、総辞職した。 
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問35 下線部②に関する記述として適切でないものを、次のうちから選べ。 

 

(1)日本は、アメリカと同様、第一次世界大戦中に金本位制から離脱していた。 

(2)金解禁は井上準之助蔵相によって行われ、翌年、重要産業統制法が制定され

た。 

(3)金解禁は、実際の為替レートよりも円安となる旧平価(100円＝約50ドル)で

行われた。 

(4)通貨の自由な増発が不可能となるため、金解禁には軍備拡張を抑制するとい

う役割もあった。 

 

問36 下線部③に関して、（ ア ）を中心とする民間人の一団が「一人一殺」を唱

えて、三井合名会社理事長の（ イ ）らを暗殺するという事件が1932年にお

こり、社会に大きな衝撃を与えた。空欄（ ア ）・（ イ ）に該当する人物

の名の組合せとして も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)ア－井上日召  イ－団琢磨  (2)ア－井上日召  イ－鮎川義介 

(3)ア－橋本欣五郎 イ－団琢磨  (4)ア－橋本欣五郎 イ－鮎川義介 

(5)ア－荒木貞夫  イ－団琢磨  (6)ア－荒木貞夫  イ－鮎川義介 

 

 

Ｂ 次の史料は、④昭和10年代初めに東京で約1500人の軍部隊が反乱をおこした際、反

乱軍によって配布された蹶
けっ

起趣意書である。 

「謹んで 惟
おもんみ

るに、我が神州たる所以
ゆ え ん

は万世一系たる天皇陛下御統帥の下に、挙国一

体生成化育を遂げ、遂に八紘
はっこう

一
いち

宇
う

を 完
まっと

うするの国体に存す。……然るに頃来
けいらい

遂に不
ふ

逞
てい

凶悪の徒簇
ぞく

出
しゅつ

して私心我欲を 恣
ほしいまま

にし、……随って⑤外
がい

侮
ぶ

外患
がいかん

日を逐
お

うて激化す。

所謂
いわゆる

元老・重臣・軍閥・財閥・官僚・政党等はこの国体破壊の元
げん

兇
きょう

なり。⑥倫敦
ロンドン

軍縮

条約、並に教育総監更迭に於ける統帥権干犯・至尊兵馬大権の僭窃
せんせつ

を図りたる⑦三月

事件、或は学
がく

匪
ひ

、 共
きょう

匪
ひ

、大逆教団等の利害相結んで陰謀至らざるなき等は も著し

き事例にして……五・一五事件の憤謄
ふんとう

、相沢中佐の閃発
せんぱつ

となる、寔
まこと

に故なきに非ず。

……内外真に重大危急、今にして国体破壊の不義不臣を 誅
ちゅう

戮
りく

し、稜威
み い つ

を 遮
さえぎ

り御維新

を阻止し来れる奸賊を芟
さん

除
じょ

するに非ずして宏
こう

謨
ぼ

を一空せん。」（『現代史資料』） 
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問37 下線部④に関する記述として も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)この事件は、直接行動によって既成支配層の打倒と天皇親政の実現を目ざす

陸軍統制派の青年将校らがおこしたクーデタであった。 

(2)この事件では、岡田啓介首相や斎藤実内大臣、高橋是清蔵相らが殺害され、

東京に戒厳令が敷かれた。 

(3)この事件ののち、右翼の北一輝は、この事件の思想的な指導者であるとして

死刑に処された。 

(4)この事件によって、護憲三派内閣から続いていた政党内閣の政治(「憲政の

常道」)は終わりを告げた。 

 

問38 下線部⑤に関係のある具体的な出来事として も適切なものを、次のうちから

選べ。 

 

(1)盧溝橋事件  (2)張鼓峰事件  (3)南京事件  (4)柳条湖事件 

 

問39 下線部⑥に関する記述として も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)この条約が結ばれたロンドン海軍軍縮会議で日本首席全権をつとめたのは

松岡洋右であった。 

(2)この条約によって、米・英・日・仏・伊の補助艦の保有量が決められた。 

(3)浜口雄幸内閣は枢密院の同意を得て、この条約をようやく批准した。 

(4)この条約への調印をめぐり、浜口雄幸内閣は、立憲民政党や海軍軍令部、右

翼から統帥権干犯だと攻撃された。 

 

問40 下線部⑦に関する記述として も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)「三月事件」とは、河本大作を中心とする陸軍のクーデタ未遂事件をさす。 

(2)「学匪」とは、主に美濃部達吉をさす。 

(3)「共匪」とは、主に鳩山一郎をさす。 

(4)「大逆教団」とは、主に天理教をさす。 
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