
【FdData中間期末：中学社会歴史】 
[聖徳太子の政治改革] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[聖徳太子が摂政となる] 
[問題](1学期期末) 

6 世紀，地方で豪族が反乱を起こし，

中央でも蘇我氏や物部氏が権力争いをく

りひろげていた。この争いを和らげるた

めに女性の推古天皇が即位すると，おい

の(  )が摂政になり，蘇我馬子と協力

しながら，中国や朝鮮に学んで，天皇(大
王)を中心とする政治制度を整えようと

した。文中の(  )にあてはまる人物名

を答えよ。 
 
[解答]聖徳太子 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 世紀になると，地方で豪族

ごうぞく

が反乱を起

こし，中央でも蘇我氏
そ が し

や物部氏
も の の べ し

などが権

力争いをくりひろげていた。蘇我氏は，

外国の宗教である仏教をとり入れようと

して，これに反対する物部氏と争ってほ

ろぼし，政府内で大きな力をふるった。 
 



こうした争いを和
やわ

らげるために，593 年

に女性の推古
す い こ

天皇
てんのう

が即位し，そのおいの

聖徳太子
しょうとくたいし

が摂政
せっしょう

になった(五組(593)いっ

しょに裁く聖徳太子)。摂政とは，天皇が

女性であったり幼少であったりするとき

に置かれることがあり，天皇の代理とし

て政治を行う役職である。聖徳太子は

蘇我馬子
そ が の う ま こ

と協力して大王
おおきみ

(天皇)を中心と

する政治制度を整えようとした。当時の

政治の中心は飛鳥
あ す か

地方であった。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「聖徳太子」「推古天皇」「摂政」である。

「蘇我氏」「蘇我馬子」の出題頻度も高い。 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文中の①～③に適語を入れよ。 

6 世紀になると，地方で豪族が反乱を

起こし，中央でも蘇我氏や物部氏が権力

争いをくりひろげていた。この争いを和

らげるため，女性の( ① )天皇が即位

し，そのおいの( ② )が( ③ )という

地位についた。(②)は蘇我馬子と協力し

て，天皇(大王)を中心とする政治制度を

整えようとした。 
 
[解答]① 推古 ② 聖徳太子 ③ 摂政 
 



[問題](前期期末) 
聖徳太子は，593 年，天皇が女性や幼

少であるときに置かれる役職について政

治を行ったが，①この役職を何というか。

②そのときの天皇は誰か。③聖徳太子に

協力した豪族の名前を答えよ。 
 
[解答]① 摂政 ② 推古天皇 ③ 蘇我

馬子 
 
[問題](1学期期末) 
 次の文のA，B，Cの人物名を書け。 

A は，おばの B が天皇になったとき，

実力者のCと協力して，政治舞台にあら

われた。Cは587年に物部氏をほろぼし，

592 年に対立していた崇峻天皇を暗殺し

た。即位した女帝 B はおいの A を 593
年に摂政とし，国政を担当させた。 



[解答]A 聖徳太子 B 推古天皇 
C 蘇我馬子 
 
 
[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 日本に仏教が伝わった後，仏教を取

り入れようとして物部氏と争って勝

利し，大きな力をもったのは何氏か。 
(2) 聖徳太子は推古天皇を助けるために

摂政という位について政治を行った。

摂政とは，( ① )が幼かったり，

( ② )であったりしたときに，(①)
に代わって政治を行う役職である。

①，②に適語を入れよ。 



(3) (2)のころ，政治の中心であった場所

を，次の地図中のア～エから 1 つ選

び，記号で答えよ。 
 
 
 
 
 
 
[解答](1) 蘇我氏 (2)① 天皇 ② 女性 

(3) エ 
 
 



[冠位十二階] 
[問題](1学期期末) 
家柄にとらわれず，才能や功績のある

個人を役人に取り立てるために，聖徳太

子が定めた制度は何か｡ 
 
[解答]冠位十二階 
[解説] 
 
 
 
 
聖徳太子は，国家の仕組みを整えるため，

603 年に冠位
か ん い

十二階
じゅうにかい

を，604 年に十七条

の憲法
けんぽう

を定めた。冠位十二階は，役人の

位を冠の色(紫色が最高位)で区別する制

度で，家柄
いえがら

にとらわれず，才能
さいのう

や功績
こうせき

の



ある人物を役人に取り立てようとするも

のであった。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「冠位十二階」である。「家柄にとらわれ

ず，才能や功績のある人物を役人に取り

立てるため」もよく出題される。 
 
 



[問題](後期中間) 
聖徳太子は，かんむりの色などで地位

を区別する制度を定めた。①この制度を

何というか。②また，この制度を定めた

理由を次のア～エから1つ選び記号で答

えよ。 
ア 役人の心がまえを確認するため。 
イ 中国の進んだ文化や政治制度を取り

入れるため。 
ウ 仏教を世の中に広げるため。 
エ 家柄にとらわれず，才能や功績のあ

る人物を役人に取り立てるため 
 
[解答]① 冠位十二階 ② エ 
 



[問題](2学期中間) 
聖徳太子が制定した，冠位十二階の制

度の目的を「家柄」「才能や功績」という

語句を使って簡潔に説明せよ。 
 
[解答]家柄にとらわれず，才能や功績の

ある人物を役人に取り立てるため。 
 
 



[十七条の憲法] 
[問題](2学期中間) 
次の資料について，後の各問いに答え

よ。 
一に曰く，和をもって貴しとなし，さか

らう(争う)ことなきを宗と(第一に)せよ｡ 
二に曰く，あつく三宝を敬へ。三宝とは

仏・法(仏教の教え)・僧なり｡ 
三に曰く，詔(天皇の命令)をうけたまわ

りては必ずつつしめ(守りなさい)｡ 
(1) この資料は何か。 
(2) (1)を制定した人物は誰か。 
 
[解答](1) 十七条の憲法 (2) 聖徳太子 
 



[解説] 
聖徳太子
しょうとくたいし

は，604 年に十七条の憲法を定

め，仏教を重んじるべきことや天皇の命

令に従うべきことなど，役人の心構えを

示した。 
「一に曰

いわ

く，和をもって貴
たっと

しとなし，さ

からう(争う)ことなきを宗
むね

とせよ」とは

「和を尊び，争いをやめよ」という意味

である。この記述からも，当時，豪族
ごうぞく

間

の対立が激しかったことがわかる。 
「二に曰く，あつく三宝

さんぼう

を敬え｡三宝とは

仏・法・僧なり」とは「仏教を重んじよ」

という意味である。聖徳太子は，仏教を

さかんにすることで豪族間の対立をやわ

らげ，仏教を共通の信仰
しんこう

として国家の統

一をはかろうとした。 
「三に曰く，詔

みことのり

をうけたまわりては必

ずつつしめ」とは「天皇の命令を受けた



ときは，必ずこれに従え」という意味で

ある。この当時，天皇(大王
おおきみ

)の命令( 詔
みことのり

)が必ずしも守られていなかったことが

うかがえる。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「十七条の憲法」である。「聖徳太子」「役

人の心得」「和」「詔」「三宝とは仏・法・

僧なり」もよく出題される。 
 
※このころの大和政権は，豪族の連合政

権であり，天皇(大王)の権力は絶対的な

ものではなかった。聖徳太子は，これを

改めて，天皇を中心とする体制をめざし

たのである。しかし，実際に，天皇中心

の中央集権国家ができるのは，大化の改

新(645年)と壬申の乱(672年)以降であっ

た。 



[問題](前期期末) 
次の資料について，後の各問いに答え

よ。 
一に曰く，和をもって貴しとなし，さか

らうことなきを宗とせよ｡ 
二に曰く，あつく三宝を敬え｡三宝とは

( ① )・法・僧なり｡ 
三に曰く，②詔をうけたまわりては必ず

つつしめ｡ 
(1) 資料は何の一部か｡ 
(2) 資料はだれの心構えを示したものか。

漢字2字で答えよ。 
(3) 資料中の①に漢字1字を入れよ。 
(4) ②の詔とはだれの命令か。 
 
[解答](1) 十七条の憲法 (2) 役人 
(3) 仏 (4) 天皇 



[問題](1学期期末) 
次は聖徳太子が定めた十七条の憲法の

一部である。①～④に適語を入れよ。 
一に曰く，( ① )をもって貴しとなし，

さからうことなきを宗とせよ｡ 
二に曰く，あつく( ② )を敬え｡(②)と
は( ③ )・法・僧なり｡ 
三に曰く，( ④ )をうけたまわりては

必ずつつしめ｡ 
 
[解答]① 和 ② 三宝 ③ 仏 ④ 詔 
 
 



[問題](後期中間) 
次の資料を見て，後の各問いに答えよ。 

一に曰く，( a )をもって貴しとなし，

さからうことなきを宗とせよ。 
二に曰く，あつくb三宝を敬え｡･･･ 
三に曰く，c 詔をうけたまわりては必ず

つつしめ。 
(1) この資料は何か。 
(2) (1)を制定した人物名を答えよ｡ 
(3) (1)の人物とともに，仏教を広めよう

としたのは何氏か。 
(4) 資料は何世紀の初めに制定された

か｡ 
(5) 資料中のaの(  )内に適する漢字1

字を答えよ。 
(6) 資料中の下線部 b の三宝とは何か。

すべて，漢字で答えよ。 



(7) 下線部 cの詔とは何か。 
(8) 資料は誰のための心構えであるか。 
(9) (2)の人物は，どのような国づくりを

めざしたか。資料の二，三の条文の

内容にふれながら簡潔に説明せよ。 
 
[解答](1) 十七条の憲法 (2) 聖徳太子 

(3) 蘇我氏 (4) 7世紀初め (5) 和 
(6) 仏，法，僧 (7) 天皇の命令 
(8) 役人 (9) 仏教を重んじ，天皇を中心

とする国づくり。 
 
 



[遣隋使] 
[問題](前期期末) 
 中国では6世紀の末に，隋が南北朝を

一して強大な帝国を造り上げた。聖徳太

子は，東アジアでの日本の立場を有利に

し，隋の進んだ制度や文化を取り入れる

ために，小野妹子などを隋に派遣したが，

この使節を何というか。 
 
[解答]遣隋使 
[解説] 
 
 
 
 
 
 



589 年に隋
ずい

が中国を統一し，強大な帝国

をつくりあげた。聖徳太子
しょうとくたいし

は，607年に，

小野妹子
お の の い も こ

を遣隋使
け ん ず い し

として派遣
は け ん

した。 
聖徳太子が隋の皇帝にあてた国書

こくしょ

には，

「日出
い

づる処
ところ

の天子
て ん し

，書を日没する処の

天子にいたす。つつがなきや」とあった。

「日出づる処の天子」とは，太陽の昇る

東の方にある国，すなわち日本の天皇の

ことであり，「日没する処の天子」とは，

日が沈む西の方向にある国，すなわち中

国の皇帝のことをさしている。隋の皇帝

は「蛮人
ばんじん

たちの手紙には無礼なものがあ

る。そういったものは，もう二度と耳に

入れるな」と怒ったという。聖徳太子は，

以前の朝貢
ちょうこう

外交
がいこう

ではなく，対等な立場で

の国交を求めたのである。隋と対等な外

交関係を結ぶことで東アジアでの日本の



立場を有利にすることと，隋の進んだ制

度や文化を取り入れることが遣隋使派遣

の目的であった。遣隋使が持ち帰った中

国の文化により，日本ではじめての仏教

文化が栄えた。隋は大運河の建設や外征

を行ったが，兵役や重税に苦しむ農民の

反乱によって滅び，618 年に唐
とう

が中国を

統一した。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「遣隋使」「小野妹子」である。「隋」「唐」

の出題頻度も高い。 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 中国で，6 世紀の末に南北朝を一し

て強大な帝国が生まれた。何という

国か。 
(2) 聖徳太子は進んだ文化や制度を取り

入れようと(1)の国へ使節を送った｡

この使節を何というか｡ 
(3) (2)の使節として送られた人物は誰か｡

1人あげよ。 
 
[解答](1) 隋 (2) 遣隋使 (3) 小野妹子 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の資料は聖徳太子が中国の皇帝に送

った手紙の一部である。これについて，

後の各問いに答えよ。 
①日出づる処の天子，書を②日没する処

の天子にいたす。つつがなきや･･･ 

(1) 下線部①にあてはまる国名と下線部

②にあてはまる中国の王朝名を書け。 
(2) 資料の手紙を持っていった使いの人

物は誰か。 
(3) 聖徳太子が資料のような書き方をし

た理由を，「対等」という語句を使っ

て説明せよ。 
(4) (1)の②の国にかわって，618 年に中

国を統一した王朝の名前を書け。 
 
 



[解答](1)① 日本 ② 隋 (2) 小野妹子 

(3) 隋と対等な外交関係を結ぶことで東

アジアでの日本の立場を有利にすること。 

(4) 唐 
 
 
[問題](1学期期末) 
 聖徳太子が遣隋使を派遣した目的を，

「対等」「制度や文化」という語句を使っ

て簡潔に説明せよ。 
 
[解答]隋と対等な外交関係を結ぶことで

東アジアでの日本の立場を有利にするこ

とと，隋の進んだ制度や文化を取り入れ

ること。 
 
 



[全般] 
[問題](1学期期末) 
次の年表を見て，後の各問いに答えよ。 

 
 

年代  おもなできごと 
589年 
 
593年 
 
 
603年 
 
 
604年 
 
607年 
618年 

(   )が中国を統一す

る。･･･A 
女性の天皇が即位し，その

おいが天皇の代理で政治

を行う。･･･B 
かんむりの色などで地位

を 区 別 す る 制 度 を制

定。･･･C 
(  )の憲法が制定され

る。･･･D 
中国に使節を送る。･･･E 
(   )が中国を統一す

る。･･･F 



(1) 表中の A の(  )内に適する中国の

王朝名を入れよ。 
(2) 年表中のBについて，次の各問いに

答えよ。 
① この天皇の名前を答えよ。 
② 天皇の代理で政治を行う役職を

何というか。 
③ ②の役職についた人物の名前を

答えよ。 
(3) 年表中のCの制度は何か。 
(4) 年表中のDについて，次の各問いに

答えよ。 
① (  )に適する語句を答えよ。 
② 次はこの憲法のはじめの 3 条の

一部である。ア～ウにあてはま

る語句をそれぞれ漢字 1 字で答

えよ。 



一に曰く，( ア )をもって貴し

となし，さからうことなきを宗と

せよ。 
二に曰く，あつく三宝を敬え｡ 
三宝とは( イ )・法・僧なり｡ 

三に曰く，( ウ )をうけたまわ

りては必ずつつしめ｡ 
③ この憲法はどのような人々の心

構えを示したものか。漢字 2 字

で答えよ。 
(5) 年表中のEについて，次の各問いに

答えよ。 
① この使節を何というか。 
② 使節として派遣された人物を 1

人あげよ。 
(6) 年表中の F の(  )内に適する中国

の王朝名を入れよ。 



 
[解答](1) 隋 (2)① 推古天皇 ② 摂政 

③ 聖徳太子 (3) 冠位十二階 
(4)① 十七条 ②ア 和 イ 仏 ウ 詔 

③ 役人 (5)① 遣隋使 ② 小野妹子 

(6) 唐 
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このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 

http://www.fdtext.com/dp/qanda_k.html
http://www.fdtext.com/dp/seihin.html
mailto:info2@fdtext.com
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