
【FdData中間期末：中学社会歴史】 

[律令国家の成立と平城京] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[大宝律令] 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 701 年に，唐の律令を手本にした律

令がつくられ，律令国家の基礎がつ

くられた。この律令を何というか。 
(2) 律令国家を運営した，高い位をあた

えられた人々の身分を何というか，

漢字2字で書け。 
 
[解答](1) 大宝律令 (2) 貴族 
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[解説] 
 
 
 
 
 
壬申
じんしん

の乱
らん

によって，巨大な兵力と権力を

にぎった天武
て ん む

天皇は，その権力を背景に

天皇中心の政治を行い，中央
ちゅうおう

集権
しゅうけん

国家

建設の事業を強力に推し進めた。天武天

皇の死後は，皇后
こうごう

であった持
じ

統
とう

天皇が事

業を引き継いだ。こうして，天武・持統

両天皇の時代に，大化の改新以来の中央

集権国家建設の事業は，ようやく完成に

近づいた。701年に大宝
たいほう

律令
りつりょう

が完成した。

(大宝律令，慣
な

れはじめ(701)) 大宝律令

は唐
とう

の律令を手本としたものである。 



「律
りつ

」は刑罰
けいばつ

のきまりで，「令
りょう

」は政治

を行ううえでのさまざまな決まりである。

律令に基づいて政治を行う国家を律令国

家という。近畿地方の有力豪族
ごうぞく

は貴族
き ぞ く

と

されて律令国家に組み込まれ，それまで

の豪族の支配から天皇が中心になって全

国を統一して支配する仕組みが整った。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「大宝律令」である。「貴族」もよく出題

される。 
 
 



[問題](前期中間) 
次の文の①～④に適語を入れよ。 
701 年，唐の法律にならった( ① )

律令が完成し，政治のしくみが整えられ

た。「律令」のうち，( ② )は刑罰のき

まり，( ③ )は政治を行ううえでのき

まりである｡律令にもとづいて政治を行

う国家を律令国家といい，天皇と，天皇

から高い位をあたえられて( ④ )とな

った，近畿地方の有力豪族が中心になっ

て運営された。 
 
[解答]① 大宝 ② 律 ③ 令 ④ 貴族 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 701 年につくられた法律を何という

か。 
(2) (1)はどこの国の法律にならってつく

られたか。 
(3) 「律令」の「律」とは( ① )のきま

りで，「令」とは( ② )を行ううえ

でのさまざまなきまりである。①，

②にあてはまる語句をそれぞれ漢字

2字で答えよ。 
(4) 律令をもとに政治を行う国を何とい

うか。 
(5) 近畿地方の有力豪族は，天皇から高

い地位を与えられて何になったか。 
 
[解答](1) 大宝律令 (2) 唐 (3)① 刑罰 
② 政治 (4) 律令国家 (5) 貴族 



[平城京] 
[問題](2学期中間) 
 唐の都の長安にならって，710 年につ

くられた都を何というか。 
 
[解答]平城京 
[解説] 
 
 
 
 
 
7 世紀後半の天武

て ん む

天皇以降，天皇中心の

中央集権化された律令
りつりょう

国家が完成し，

701年には大宝
たいほう

律令
りつりょう

がつくられた。 
それまで，都は天皇が変わるたびに，変

えられていたが，律令国家の新しい都と

して，710年に，現在の奈良
な ら

県に平城
へいじょう

京
きょう

がつくられた。(南都
な ん と

(710)平城京) 



以後，794年に平安
へいあん

京
きょう

に都を移すまでの

約80年間を奈良時代という。 
平城京は，唐

とう

の都長安
ちょうあん

を手本にしたもの

で，広い道路によってごばんの目のよう

に整然と区画され，中央を南北に走る

朱雀
す ざ く

大路
お お じ

によって左京
さきょう

と右京
うきょう

にわけられ

ていた。平城京の東西2つの市では各地

の産物が売買された。 
このような大規模な都がつくられたのは，

中央集権的な国家体制がととのい，国家

の富が天皇・貴族に集中したためであっ

た。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「平城京」である。「唐の長安」の出題頻

度も高い。 
 



[問題](1学期中間) 
次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
710 年には都が奈良の( ① )京に移

された。(①)京は唐の都である( ② )
にならってつくられたものである。以後

約80年間を( ③ )時代という。 
 
[解答]① 平城 ② 長安 ③ 奈良 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の図 1，図 2 を見て，各問いに答え

よ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図1の都を何というか。 
(2) (1)の都がつくられたのは何年か。 
(3) (1)の都は，①中国の何という国の，

②何という都市にならってつくられ

たか。 
 
 



(4) (1)の都の位置を

図2のア～ウから

選べ。②また，そ

れは現在の何県に

あったか。 
(5) (1)の都がつくられて平安京に都を移

すまでの約 80 年間を何時代という

か。 
 
[解答](1) 平城京 (2) 710年 (3)① 唐 
② 長安 (4)① ウ ② 奈良県 
(5) 奈良時代 
 
[解説] 
(1)図1の中に「平城宮」「聖武陵」「正倉

院」などの文字があることから，平城京

と判断できる。 
 
 



[和同開珎] 
[問題](2学期中間) 
地方からの産物などを交換するため，

平城京には東西に市があった。武蔵国か

ら銅が産出されたのを記念して708年に

(  )が鋳造された。(  )に適語を入れ

よ。 
 
[解答]和同開珎 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 



わが国最古の貨幣
か へ い

は富本
ふ ほ ん

銭
せん

である。また，

武蔵国から銅が産出されたのを記念して，

708年に和同開珎
わ どう かいほ う

が作られた。平城
へいじょう

京
きょう

に

は東西に市がおかれ，さまざまな品物が

取り引きされたが，和同開珎はそのとき

に使用されたと考えられる。しかし，一

般には稲や布などの物品による取引が行

われていたために，平城京やその付近以

外では流通しなかった。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「和同

開珎」である。 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文中の①～③に適語を入れよ。 

710年，唐の都の( ① )にならって，

奈良に都が造営された。この都は

( ② )とよばれた。都には東西の市が

設けられ，売買には( ③ )という貨幣

が使われた。 
 
[解答]① 長安 ② 平城京 ③ 和同開

珎 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
(1) 日本最古の貨幣といわれる図のAを

何というか。 
(2) 708 年につくられた図B の貨幣を何

というか。 
(3) 平城京の東西 2 つの(  )では各地

の産物が売買された。(  )に適語を

入れよ。 
 
[解答](1) 富本銭 (2) 和同開珎 (3) 市 
 



[律令による役所のしくみ] 
[問題](前期期末改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 

701 年の大宝律令により，中央には，

祭りの儀式を行う神祇官と，一般の政治

を行う太政官が置かれた。地方は多くの

国に区分されて国ごとに国府という役所

が置かれ，中央の貴族が( ① )として

派遣され，(①)の下には，地方の豪族か

ら任命された郡司が置かれた。九州には，

九州地方の政治のほかに外交や防衛に当

たる( ② )府が置かれた。また，東北

地方の政治や軍事に当たる多賀城が置か

れた。 
 
[解答]① 国司 ② 太宰 



[解説] 
 
 
 
 
 
大宝
たいほう

律令
りつりょう

で定められた統治組織は，中央

に，神々の祭りの儀式
ぎ し き

をつかさどる

神祇官
じ ん ぎ か ん

と，一般政務をつかさどる太政官
だいじょうかん

の二官があり，太政官のもとには八つの

省が置かれた。地方は 66 の国に分けら

れ，国ごとに国府
こ く ふ

という役所が置かれ，

中央の貴族が国司
こ く し

として派遣
は け ん

された。国

はさらに郡
ぐん

に分けられ，地方の豪族から

選ばれた郡司
ぐ ん じ

に治めさせた。さらに，九

州には，九州地方の政治のほかに外交や

防衛に当たる大宰府
だ ざ い ふ

が置かれた。現在の

宮城
み や ぎ

県には，東北地方の政治や軍事を担

当する多賀城
た が じ ょ う

が設置された。 



※この単元で出題頻度が高いのは「大宰

府」「国司」である。「太政官」「神祇官」

もしばしば出題される。 
 
 
[問題](1学期期末) 
律令による役所のしくみを示した次の

図の①～④にあてはまる語句を書け。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]① 神祇官 ② 太政官 ③ 国司 
④ 大宰府 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 701 年の大宝律令により，中央には

二官八省がおかれた。二官のうち，

①一般の政治を行うもの，②祭りの

儀式を行うものをそれぞれ何という

か。 
(2) 地方は多くの国に区分され，国ごと

に( ① )という役所が置かれた。

(①)の長である国司には中央の

( ② )が派遣された。国司の下には，

地方の豪族から任命された( ③ )
が置かれた。文中の①～③に適語を

入れよ。 
(3) 九州地方の政治を行った役所は何か。 
(4) (3)の役所は，九州地方の政治のほか

にどのような仕事を担当したか。2
つ答えよ。 



(5) 東北地方の政治や軍事を担当した役

所が現在の宮城県に設置された。そ

の役所名を答えよ。 
 
[解答](1)① 太政官 ② 神祇官 
(2)① 国府 ② 貴族 ③ 郡司 
(3) 大宰府 (4) 外交，防衛 (5) 多賀城 
 



[全般] 
[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 701 年につくられた刑罰と政治のし

くみを定めた法律を何というか。 
(2) (1)はどこの国の法律にならってつく

られたか。 
(3) 律令のうち，( ① )は刑罰のきまり，

( ② )は政治を行ううえでのきま

りである｡律令にもとづいて政治を

行う国家を( ③ )という。①～③に

適語を入れよ。 
(4) (1)により，中央に神々の祭りの儀式

をつかさどる( ① )と，一般政務を

つかさどる( ② )の二官がおかれ，

(②)のもとには八つの省がおかれた。

①，②に適語を入れよ。 
(5) 都の高い地位の豪族を何というか。 



(6) 地方には，(5)が何として派遣された

か。 
(7) 九州には外交や防衛の窓口となる役

所が置かれたが，何という役所か。 
(8) 710 年に奈良につくられた新しい都

を何というか。 
(9) (8)の手本となった，(2)の都を何とい

うか。当時の名称で答えよ。 
(10) (8)の東西の市で

は，さまざまな品

物が取り引きされ，

右の資料のような

貨幣が使われた。

資料の貨幣を何というか。 
[解答](1) 大宝律令 (2) 唐 (3)① 律 
② 令 ③ 律令国家 (4)① 神祇官 
② 太政官 (5) 貴族 (6) 国司 
(7) 大宰府 (8) 平城京 (9) 長安 
(10) 和同開珎 



【各ファイルへのリンク】 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 

http://www.fdtext.com/dp/sc1/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc2/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc3/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc4/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr1/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr2/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr3/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr4/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr5/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk1/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk2/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk3/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk4/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1b/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1k/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1s/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1t/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2b/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2k/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2s/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2t/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3b/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3k/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3s/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3t/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3z/index.html


【FdData中間期末製品版のご案内】 
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 
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