
日本史Ｂ

過去の出題傾向について確認しておこう！

京大入試研究［日本史］
▶出題一覧表
　過去 10 年の京都大学の入学試験（日本史）で出題された分野を，次の表にまとめた。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

2016 原始～古代・近世・近代の資料・史料問題
Ａ　 銅鐸絵画・金石文・木簡
Ｂ　 近世の史料（天保の改革）
Ｃ　 近代の史料（壬午軍乱）

古代～現代の総合問題
特筆すべき用語
・ 京都（心学を創始した地）
・奄美（諸島）

古代・中世・近世のテーマ史
Ａ　 8 世紀後半～ 9世紀の政治
Ｂ　 中世の裁判制度
Ｃ　 近世の政治・社会・経済

⑴ 南北朝・室町時代における禅宗

⑵ 第 1次近衛文麿内閣がとった
政策

2015 古代・中世・近代の史料問題
Ａ　 村上朝における平安宮の火災（『扶桑略
記』）

Ｂ　 源頼朝の征夷大将軍への任官
　　（藤原忠親『山槐記』）
Ｃ　 日露戦争後の山県有朋の書簡

原始～現代の総合問題
特筆すべき用語
・炭素 14 年代法
・兵庫北関入船納帳

古代・近世・近代のテーマ史
Ａ　 古代の近江
Ｂ　 江戸時代の歴史書
Ｃ　 第一次世界大戦後の国際情勢

⑴ 鎌倉時代から安土桃山時代ま
での銭貨の流通

⑵  1610 ～ 1640 年代にかけての
幕府のキリシタン政策

2014 中世・近世・近代の史料問題
Ａ　 南禅寺と延暦寺との抗争
Ｂ　 寛政の改革の風刺
　　（『鸚鵡返文武二道』）
Ｃ　 明治 8年～ 15 年の交通・通信・運輸

中世～近代の総合問題
特筆すべき用語
・コレラ

古代・中世・近世のテーマ史
Ａ　 古代の仏教
Ｂ　 承久の乱後の朝幕関係
Ｃ　 江戸時代の三都

⑴  9～10世紀の財源確保や有力農
民に対する課税の方法の変遷

⑵ ニクソン声明の内容と日本の
対応

2013 古代・中世・現代の史料問題
Ａ　 御霊会
　　（貞観 5（863）年の御霊会『日本三代実録』）
Ｂ　 護良親王令旨（『大山寺文書』）
Ｃ　 佐藤・ニクソン共同声明

原始～現代の総合問題
特筆すべき用語
・笏
・ストックホルム

古代・中世・近世のテーマ史
Ａ　 律令国家による民衆支配
Ｂ　 応仁の乱後の様相
Ｃ　 近世の武家政権と朝廷

⑴  18 世紀半ば以降に幕府が直面
した財政難の構造的要因と，
財源確保のための政策

⑵ 明治期における初等教育制度
とその普及

2012 古代・近世・近代の史料問題
Ａ　 9 世紀末の地方の実態（寛平 8（896）年の
太政官符『類聚三代格』）

Ｂ　 幕府の支配体制と職制（シーボルト『日本』）
Ｃ　 三・一独立運動（『原敬日記』）

古代～現代の総合問題
特筆すべき用語
・源頼光
・白熱（電球）
・東海（村）

中世・近世・近代のテーマ史
Ａ　 中世における産業の発展
Ｂ　 織田信長
Ｃ　 明治天皇の巡幸と政治・社会情勢

⑴ 縄文時代から古墳時代のはじ
まりまでの墓や墓地の変遷

⑵ 平安時代末から鎌倉時代末に
至る日中関係

2011 古代・中世・近代の史料問題
Ａ　 藤原広嗣の乱（『続日本紀』）
Ｂ　 守護の任務（『建武以来追加』）
Ｃ　 大日本婦人会（「大日本婦人会定款」）

原始～現代の総合問題
特筆すべき用語
・深鉢（形土器）
・菊池（氏）
・丸山真男

古代・近世・近現代のテーマ史
Ａ　 平安・鎌倉時代の藤原氏
Ｂ　 製鉄・鍛冶技術の進歩
Ｃ　 近現代日本の主要貿易品目

⑴ 平安時代における浄土教の発
展と広まり

⑵ 江戸時代初期の法度

2010 中世・近世・近代の史料問題
Ａ　 蒙古襲来（『東寺百合文書』）
Ｂ　 長崎貿易（『京都御役所向大概覚書』）
Ｃ　 「青島は断じて領有すべからず」（『東洋経
済新報』）

古代～現代の総合問題
特筆すべき用語
・細川政元
・固定資産（税）

古代・近世・近現代のテーマ史
Ａ　 古代の宮都・寺院
Ｂ　 江戸時代の儒学者
Ｃ　 岸信介

⑴ 推古朝の政策とその特徴

⑵ 足利義満の時代

2009 中世・近世・近代の史料問題
Ａ　 嘉吉の乱（『看聞御記』）
Ｂ　 密告奨励の高札（『御触書天明集成』）
Ｃ　 日独伊三国同盟（『日本外交年表竝主要文
書』）

古代～現代の総合問題
特筆すべき用語
・対［対屋］
・京城（帝国大学）
・  電電公社［日本電信電
話公社］

原始・古代・中世・近代のテーマ史
Ａ　 近世以前の建物
Ｂ　 鎌倉時代における荘園・国衙領の
人々

Ｃ　 明治憲法体制

⑴  8～11 世紀における国司制度
の変遷

⑵ 江戸幕府の蘭学政策とそれが
蘭学に与えた影響

2008 古代・中世・近世の史料問題
Ａ　 奈良時代の班田（『続日本紀』）
Ｂ　 南北朝期の一揆と起請文（『山内首藤家文
書』）

Ｃ　 江戸時代の宗門改め（『京都町触集成』）

古代～近世の総合問題
特筆すべき用語
・鞍作（部）
・紡錘車
・漢意［漢心］

古代・近世・近現代のテーマ史
Ａ　 平安時代の文字史料
Ｂ　 江戸時代の交通とその役割
Ｃ　 東アジアにおける冷戦体制の形成
過程

⑴ 鎌倉時代における将軍のあり
方の変化とその意味

⑵ 明治維新から日清開戦に至る日
清間の政治・外交関係の推移

2007 古代・中世・近世の史料問題
Ａ　 奈良時代の皇子の伝記（『懐風藻』）
Ｂ　 九条道家願文（『九条家文書』）
Ｃ　 寛永十六年鎖国令（『御当家令条』）

古代～近代の総合問題
特筆すべき用語
・神木
・結崎（座）
・コレラ

中世・近世・近代のテーマ史
Ａ　 戦国時代の浄土真宗・日蓮宗
Ｂ　 享保の改革
Ｃ　 第一次世界大戦～満州事変の政
治・経済・外交

⑴ 縄文時代と弥生時代の生業の
比較

⑵ 日本国憲法の制定過程

▶ 分析と対策
　京大日本史では，Ⅰ 3つの史料問題（多くは初見史料，ただし2016年は 2つの史料問題と1つの視覚資料を用いた
問題で構成），Ⅱ

 
空欄補充問題，Ⅲ 3つのテーマからなる問題，Ⅳ

 
論述問題（200字×2），という構成が定着してい

る。こうした傾向に対応するためには，ⅠとⅣの対策に重点をおく必要がある。なぜなら両者，とくにⅣの論述問
題への取り組みは，ⅡとⅢの対策にもなるからである。具体的には，①史料問題集などを利用して多くの史料にあた
る，②テーマを定めるなど目的意識をもって教科書を精読し，教科書を閉じて説明できるかを試してみる，③過去問
に取り組む（とくにⅣを中心に取り組み，余裕があれば200字が定着しつつある大阪大の問題も解いてみる），になる。

(C)東進ハイスクール




