
※仕様・提供内容は変更する場合があります。納品時にパスワードのご案内を同封いたします。

解答は赤刷りで、答え合わせもスムーズです。

「TRY論述」ワークシート
（Googleフォーム・Word・PDF）1

観点別評価シート
(Excel）2

教師用Googleフォーム活用小テスト
(Googleフォーム・Word）3

図版データ
(PDF（本誌）・JPEG（別冊））5

本誌・別冊に掲載の地図や年表をご用意して
います。
年表はテキストを抽出することができます。

●

●

Googleフォーム形式の一問一答などの日本史の問題から、自由にテストを作成することができます。
Googleフォーム形式の他、紙の小テストでもご活用いただけるよう、Wordデータも提供いたします。

●
●

「TRY論述」ワークシートを評価に活用
するためのルーブリックです。
自由に編集してお使いいただけます。

●

●

「TRY論述」の解答記述プロセスを学べるワークシート
です。　※難易度の高い10問分をご用意。
Googleフォームでは集計なども簡単に行えます。

●

●

NEW

NEW

誌面データ(PDF）4
全誌面データをご用意しています。●

NEW

10点

約240点

セ
ッ
ト
で
活
用

  年  組  番 名前            

ワークシート 倭の五王とヤマト政権                  「日本史のアーカイブ」本誌 P.34 

TRY 論述 ｢獲加多支鹵大王｣の２例と「臣」「首」の言葉から，当時のヤマト政権の支配について，次の用語

を使って簡略に説明しなさい。 

 〔  地方豪族  ５世紀後半  氏姓制度  ヤマト政権  〕 

問１ 「謎の４世紀」から倭の五王の時代までのプロセスをふりかえってみよう。（本誌 P.32１） 

3世紀の邪馬台国時代以後，約 100年間は中国王朝との関係が途絶えたが，日本列島ではその間に前方後

円墳の時代がはじまり，       が確立した。4 世紀に倭国は朝鮮半島南部の      を確保

するために伽耶諸国と深く関係し，高句麗の南下に対抗する      からは      を贈られる

など連携を深めて半島へ派兵した。高句麗の       の碑文には，倭国が    年に百済・新羅

を臣民にして高句麗と争い，404年に敗れて後退したことが記されている。5世紀になると，外交・軍事の

上，朝鮮半島南部の立場を有利にするため，約 1世紀の間      があいついで中国の南朝に朝貢し，

称号を下賜されたことが         に記されている。 

 

問２ 古墳（前方後円墳）の分布と特徴に注目して，４世紀と５世紀を比べてみよう。（本誌 P.29３，30１・２） 

区分 前期（３世紀後半～４世紀末） 中期（４世紀末～５世紀） 

分布      中心に九州～関東      に拡大（東北～九州） 

形態        が中心となり画一化     化した前方後円墳に濠や陪冢が付く 

副葬品        ・呪術的な    ・玉など      ・権力的な鉄製武器・    など 

 

問３ 倭の五王時代の古墳から出土した鉄剣・鉄刀に記された銘文を読み解こう。（本誌 P.34２・３，35２） 

①出土した古墳の名称・県名はどこか，調べよう。 

鉄剣：      古墳・    県，鉄刀：       古墳・     県 

②銘文から，「大王」「臣」「首」の言葉を探し，氏姓制度(P.35１）でどんな地位であったかまとめよう。 

大王：読み方      ，氏姓制度に基づき   の単位で豪族を支配し     を主導する地位。 

臣：読み方     ，       豪族または     豪族に与えられた   で大王に仕えた。 

首：読み方     ，     豪族に与えられた   で大王に仕えた。 

③鉄剣の銘文に記されている年号と比定されている西暦を調べよう。 

年号：     年 比定される西暦：    年 

④鉄剣と鉄刀の銘文に共通して記されている「治天下」，「奉事」が意味することをまとめよう。 

鉄剣・鉄刀の銘文には，       大王が「治天下」（＝天下を治る・天の下治らしめしし）と刻ま

れており，    世紀後半に大王が一地域を超えた広範囲を治めていたことが分かる。また「奉事」（＝

事え奉る・奉事せし）とあり，古墳に埋葬された人物は生前，大王に仕えていたようである。したがって

大王は，少なくとも鉄剣・鉄刀の出土した     から     までの地域を支配し，地方豪族には

氏姓制度により    ・    などの地位を与え，配下に置いていたと想定できる。 

 

問４ 以上の学びをもとに「ヤマト政権の支配」についてまとめよう。 

 

 
 
 
 

  年  組  番 名前            

ワークシート 倭の五王とヤマト政権                  「日本史のアーカイブ」本誌 P.34 

TRY 論述 ｢獲加多支鹵大王｣の２例と「臣」「首」の言葉から，当時のヤマト政権の支配について，次の用語

を使って簡略に説明しなさい。 

 〔  地方豪族  ５世紀後半  氏姓制度  ヤマト政権  〕 

問１ 「謎の４世紀」から倭の五王の時代までのプロセスをふりかえってみよう。（本誌 P.32１） 

3世紀の邪馬台国時代以後，約 100年間は中国王朝との関係が途絶えたが，日本列島ではその間に前方後

円墳の時代がはじまり， ヤマト政権 が確立した。 

4世紀に倭国は朝鮮半島南部の 鉄資源 を確保するために伽耶諸国と深く関係し，高句麗の南下に対抗

する 百済 からは 七支刀 を贈られるなど連携を深めて半島へ派兵した。高句麗の 好太王碑 の碑

文には，倭国が 391 年に百済・新羅を臣民にして高句麗と争い，404年に敗れて後退したことが記され

ている。 

5世紀になると，外交・軍事の上，朝鮮半島南部の立場を有利にするため，約 1世紀の間 倭の五王 が

あいついで中国の南朝に朝貢し，称号を下賜されたことが 『宋書』倭国伝 に記されている。 

問２ 古墳（前方後円墳）の分布と特徴に注目して，４世紀と５世紀を比べてみよう。（本誌 P.29３，30１・２） 

区分 前期（３世紀後半～４世紀末） 中期（４世紀末～５世紀） 

分布  畿内 中心に九州～関東  全国 に拡大（東北～九州） 

形態  前方後円墳 が中心となり画一化  巨大 化した前方後円墳に濠や陪冢が付く 

副葬品  司祭者的 ・呪術的な 鏡 ・玉など  軍事 ・権力的な鉄製武器・ 馬具 など 

問３ 倭の五王時代の古墳から出土した鉄剣・鉄刀に記された銘文を読み解こう。（本誌 P.34２・３，35２） 

①出土した古墳の名称・県名はどこか，調べよう。 

鉄剣： 稲荷山 古墳・ 埼玉 県，鉄刀： 江田船山 古墳・ 熊本 県 

②銘文から，「大王」「臣」「首」の言葉を探し，氏姓制度(P.35１）でどんな地位であったかまとめよう。 

大王：読み方 おおきみ ，氏姓制度に基づき 氏 の単位で豪族を支配しヤマト政権を主導する地位。 

臣：読み方 おみ ， 中央有力 豪族または 地方 豪族に与えられた 姓 で大王に仕えた。 

首：読み方 おびと ， 地方 豪族に与えられた 姓 で大王に仕えた。 

③鉄剣の銘文に記されている年号と比定されている西暦を調べよう。 

年号： 辛亥 年 比定される西暦： 471 年 

④鉄剣と鉄刀の銘文に共通して記されている「治天下」，「奉事」が意味することをまとめよう。 

鉄剣・鉄刀の銘文には， 獲加多支鹵 大王が「治天下」（＝天下を治る・天の下治らしめしし）と刻ま

れており， ５ 世紀後半に大王が一地域を超えた広範囲を治めていたことが分かる。また「奉事」（＝

事え奉る・奉事せし）とあり，古墳に埋葬された人物は生前，大王に仕えていたようである。したがって

大王は，少なくとも鉄剣・鉄刀の出土した 関東 から 九州 までの地域を支配し，地方豪族には氏姓

制度により 臣 ・ 首 などの地位を与え，配下に置いていたと想定できる。 

問４ 以上の学びをもとに「ヤマト政権の支配」についてまとめよう。 

 

（模範解答）５世紀後半から６世紀のヤマト政権が，関東から九州北半分までを統治下に置き，それを支えた地 
方豪族がいたことを示している。また，支配下の豪族には「臣」「首」といった称号や地位が与えられたとみら 
れ，次第に氏姓制度として支配体制が整えられていったと考えられる。 

教 師 用 ウ ェ ブ サ ー ビ ス

A B C

知識・技能

知識や用語、論述テーマを理解
し、歴史資料を適切に読み取っ
ているだけでなく、古代の国家・
社会の変容についても理解して
いる。

知識や用語、論述テーマを理解
し、歴史資料を読み取ったうえ
で穴埋め箇所で適当な用語を答
えている。

知識や用語、論述テーマに関す
る理解が不十分である。

思考・判断・
表現

最後のまとめで多面的・多角的
に考察できているだけでなく、
「時系列」「推移」などの歴史
的な見方・考え方を意識した記
述となっている。

歴史資料の特性を踏まえ，資料
を通して読み取れる情報から、
最後のまとめで多面的・多角的
に考察できている。

論述への取組みが積極的ではな
く、各問いで知識を整理したり、
最後のまとめで考えを表現した
りすることが難しい状態にとど
まっている。

主体的に学習に
取り組む態度

論述テーマ全体への見通しを持
つだけでなく、背景にある古代
の国家・社会の特色への見通し
をもって学習に取り組み、最後
のまとめを記述できている。

論述テーマ全体への見通しをも
って取組み、最後のまとめを論
理的に記述できている。

論述テーマ全体への見通しが十
分に立てられておらず、最後の
まとめの記述が不十分である。
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巻末「必修日本史史料」
データ（PDF・Word）6 巻末「系図・職制図一覧」

データ(PDF）・活用案(Word）7

表紙に登載の二次元コードから「日本史」の〇×
形式の正誤チェック問題に取り組めます。
各分野10問ずつ、計120問を登載しています。
　　教師用Googleフォーム活用小テストと連
動しています。

「日本史　最近の発掘・発見」などを掲載してい
ます。

とうほうT-Navi１

正誤チェック問題　
Quick-PASS2

https://toho.tokyo-horei.co.jp/navi/

とうほう

左の二次元コードから
デジタルデータ（発掘の成果など）にアクセスできます。●

史料ごとに分割したデータをご用意しました。
用途に合わせてご活用いただけます。

●
●

「系図・職制図一覧」のデータに加え、授業
への活用案として、「系図・職制図一覧」を読
み解く問いの例・解答例をご用意しました。

●

●

●
●

NEW

増補

丁寧な解説つきで知識が定着し、理解が深まります。

3

NHKエンタープライズ制作のオリジナル歴史動画集です（全30点）。
「原始・古代」「中世」「近世」「近・現代」の４時代区分で構成しています。
各時代の特徴や流れがつかめる「まとめ」（各２～４分）、テーマや素材を絞り込
み、掘り下げた「テーマ」（各１分前後）の２種類の性格の動画で構成しています。

※ご採用校に１枚、付属品としてお届けいたします。
●
●
●

発行：NHKエンタープライズ

動画3
誌面に掲載の二次元コードより、掲載資料に関連した空撮・ニュース映像を視聴で
きます（全15点）。

●

教師用DVD「授業で見せたい動画集　歴史」

各150点
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