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漢字表記 

 

ページ 

あしかがたかうじ 足利尊氏 28 

あしかがよしみつ 足利義満 29 

あすかじだい 飛鳥時代 6,16 

あづちももやまじだい 安土桃山時代 7,32 

あみだにょらい（ぞう） 阿弥陀如来（像） 21 

あんじゅんぐん 安重根 48 

【い】   

イギリス イギリス 50 

いたがきたいすけ 板垣退助 43 

いっき 一揆 37 

いとうひろぶみ 伊藤博文 45 

いなさく 稲作 12 

いわくらしせつだん 岩倉使節団 42 

【う】   

ウィルソン ウィルソン 51 

うきよえ 浮世絵 37 

【え】   

えどじだい 江戸時代 7,34 

【お】   

おうにんのらん 応仁の乱 30 

おおきみ 大王 14 

おおくぼとしみち 大久保利通 44 

おだのぶなが 織田信長 32 

【か】   

かいづか 貝塚 10 

がくせいはっぷ 学制発布 41 

がくもんのすすめ 学問のすすめ 42 

かせいぶんか 化政文化 37 

かぞく 華族 40 

かぶき 歌舞伎 37 

かまくらじだい 鎌倉時代 7 

かまくらばくふ 鎌倉幕府 24 

からふと・ちしま 

   こうかんじょうやく 
樺太・千島交換条約 43 

かんこく 韓国 60 

かんこくへいごう 韓国併合 48 

かんとうだいしんさい 関東大震災 53 

かんぱく 関白 20 

かんむてんのう 桓武天皇 20 

【き】   

きげん 紀元 6 

きげんご 紀元後 6 

きげんぜん 紀元前 6 

きぞく 貴族 18 

きぞくいん 貴族院 45 

きたちょうせん 北朝鮮 60 

きほんてきじんけんの 

           そんちょう 
基本的人権の尊重 59 

きゅうせっきじだい 旧石器時代 8 

きょういくきほんほう 教育基本法 59 

きょうげん 狂言 31 

きょうほのらん 享保の乱 38 

キリスト キリスト 6 

きんかくじ 金閣寺 31 

ぎんかくじ 銀閣寺 31 

きんせい 近世 7 

きんだい 近代 7 

【け】   

げこくじょう 下剋上 30 

げん 元 26 

げんこう 元寇 26 

げんし 原始 6 

げんじ 源氏 22 

げんしばくだん 原子爆弾 58 

げんじものがたり 源氏物語 21 

げんだい 現代 7 

けんとうし 遣唐使 19 

けんむのしんせい 建武の新政 28 

げんろくぶんか 元禄文化 37 

【こ】   

ご・しううんどう 五・四運動 51 

こうがいたいさく 

        きほんほう 
公害対策基本法 63 

ごうぞく 豪族 14 

ごかじょうのごせいもん 五箇条のご誓文 40 

こくさいれんごう 国際連合 60 

こくさいれんめい 国際連盟 51 
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こくぶんじ 国分寺 19 

こくみんしゅけん 国民主権 59 

こくれん 国連 60 

ごけにん 御家人 24 

ごせいばいしきもく 御成敗式目 25 

こせき 戸籍 17 

こだい 古代 6 

ごだいごてんのう 後醍醐天皇 28 

こだいぶんめい 古代文明 9 

ごとばじょうこう 後鳥羽上皇 25 

こふん 古墳 15 

こふんじだい 古墳時代 14 

こんごうりきし（ぞう） 金剛力士（像） 27 

【さ】   

さいごうたかもり 西郷隆盛 43 

さこく 鎖国 35 

さん・いちどくりつうんどう 三・一独立運動 51 

さんきんこうたい 参勤交代 35 

サンフランシスコ 

      へいわじょうやく 

サンフランシスコ 

       平和条約 
61 

【し】   

ジーエイチキュウ（GHQ） GHQ 59 

じとう 地頭 24 

しほんしゅぎ 資本主義 60 

しみんびょうどう 四民平等 40 

しものせきじょうやく 下関条約 46 

しゃかいしゅぎ 社会主義 60 

しゅうぎいん 衆議院 45 

しゆうち 私有地 22 

じゆうみんけんうんどう 自由民権運動 44 

しゅご 守護 24 

しゅごだいみょう 守護大名 29 

しょいんづくり 書院造 31 

じょうきゅうのらん 承久の乱 25 

しょうとくたいし 聖徳太子 16 

じょうどしんこう 浄土信仰 21 

しょうむてんのう 聖武天皇 19 

じょうもんじだい 縄文時代 10 

じょうもんどき 縄文土器 11 

しょうわじだい 昭和時代 7 

シルクロード シルクロード 19 

しんがいかくめい 辛亥革命 49 

【す】   

すいぼくが 水墨画 31 

【せ】   

せいいたいしょうぐん 征夷大将軍 24 

せいかんろん 征韓論 43 

せいき 世紀 6 

せいけん 政権 7 

せいなんせんそう 西南戦争 44 

せいれき（ねん） 西暦（年） 6 

せかいきょうこう 世界恐慌 54 

せきがはらのたたかい 関ヶ原の戦い 34 

せっしょう 摂政 16 

せんごくじだい 戦国時代 30 

せんごくだいみょう 戦国大名 31 

ぜんぽうこうえんふん 前方後円墳 15 

【そ】   

そうりだいじん 総理大臣 45 

ソビエトしゃかいしゅぎ 

     きょうわこくれんぽう 

ソビエト社会主義 

       共和国連邦 
50 

ソれん ソ連 50 

そんのうじょうい 尊王攘夷 39 

【た】   

だいいちじ 

せかいたいせん 
第一次世界大戦 50 

たいかのかいしん 大化の改新 17 

だいかんみんこく 大韓民国 60 

たいしょうじだい 大正時代 7 

だいじょうだいじん 太政大臣 23 

たいしょうデモクラシー 大正デモクラシー 52 

たいせいほうかん 大政奉還 39 

だいにじせかいたいせん 第二次世界大戦 56 

だいにっぽん 

     ていこくけんぽう 
大日本帝国憲法 45 

だいぶつ 大仏 19 

たいへいようせんそう 太平洋戦争 56 

だいみょう 大名 34 

たいらのきよもり 平清盛 23 

たてあなしきじゅうきょ 竪穴式住居 11 
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【ち】   

ちあんいじほう 治安維持法 53 

ちそかいせい 地租改正 41 

ちゃのゆ 茶の湯 31 

ちゅうかじんみん 

きょうわこく 
中華人民共和国 60 

ちゅうかみんこく 中華民国 49 

ちゅうせい 中世 7 

ちょうせんせんそう 朝鮮戦争 60 

ちょうせんつうしんし 朝鮮通信使 35 

ちょうせんみんしゅしゅぎ 

     じんみんきょうわこく 

朝鮮民主主義 

       人民共和国 
60 

ちょうへいれい 徴兵令 41 

【て】   

ていこくぎかい 帝国議会 45 

てっぽう 鉄砲 32 

てんじてんのう 天智天皇 17 

てんのう 天皇 14 

てんむてんのう 天武天皇 17 

【と】   

ドイツ ドイツ 50 

とうきょう 東京 40 

とうだいじ 東大寺 19 

どうとてつ 銅と鉄 12 

どうめい 同盟 56 

どき 土器 11 

どぐう 土偶 11 

とくがわいえやす 徳川家康 34 

とくがわよしのぶ 徳川慶喜 39 

とくがわよしむね 徳川吉宗 38 

とよとみひでよし 豊臣秀吉 33 

とらいじん 渡来人 15 

【な】   

なかのおおえのおうじ 中大兄皇子 17 

ならじだい 奈良時代 6,18 

なんぼくちょうじだい 南北朝時代 29 

【に】   

にちべいあんぜん 

      ほしょうじょうやく 
日米安全保障条約 61 

にちべいしゅうこう 

     つうしょうじょうやく 
日米修好通商条約 39 

にちみんぼうえき 日明貿易 29 

にちろせんそう 日露戦争 37 

にっかんきほんじょうやく 日韓基本条約 62 

にっしんせんそう 日清戦争 46 

にっちゅうせんそう 日中戦争 55 

にっちゅうへいわ 

      ゆう こうじょうやく 
日中平和友好条約 62 

にっぽんこくけんぽう 日本国憲法 59 

にわづくり 庭づくり 31 

【ね】   

ねんぐ 年貢 36 

ねんごう 年号 7 

ねんだい 年代 6 

【の】   

のう 能 31 

【は】   

はいはんちけん 廃藩置県 40 

はにわ  15 

はん 藩 34 

【ひ】   

ひかくさんげんそく 非核三原則 63 

ヒトラー ヒトラー 54 

ひみこ 卑弥呼 13 

ひょうがき 氷河期 8 

【ふ】   

ファシズム ファシズム 54 

ぶけしょはっと 武家諸法度 35 

ふこくきょうへい 富国強兵 41 

ぶし 武士 22 

ぶしだん 武士団 22 

ふじわらし 藤原氏 20 

ふつうせんきょほう 普通選挙法 53 

フビライハン フビライハン 26 

ブロックけいざい ブロック経済 54 

ぶんめいかいか 文明開化 42 

【へ】   

へいあんきょう 平安京 20 

へいあんじだい 平安時代 7,20 
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へいけものがたり 平家物語 27 

へいし 平氏 22 

へいじょうきょう 平城京 18 

へいせい 平成 7 

へいわしゅぎ 平和主義 59 

ベルサイユじょうやく ベルサイユ条約 51 

【ほ】   

ほうじょうし 北条氏 25 

ポーツマスじょうやく ポーツマス条約 47 

ポツダムせんげん ポツダム宣言 58 

【ま】   

まくらのそうし 枕草子 21 

まんしゅうじへん 満州事変 55 

【み】   

みなもとのよりとも 源頼朝 24 

みぶんのさべつ 身分の差別 36 

みん 明 29 

【む】   

ムッソリーニ ムッソリーニ 54 

むろまちじだい 室町時代 7,28 

むろまちばくふ 室町幕府 29 

【め】   

めいじいしん 明治維新 40 

めいじじだい 明治時代 7,40 

【も】   

モンゴルていこく モンゴル帝国 26 

【や】   

やまたいこく 邪馬台国 13 

やまとせいけん 大和政権 14 

やよいじだい 弥生時代 12 

【り】   

りょうち 領地 24 

【れ】   

れんごうこくぐん 

   そうしれいぶ（GHQ） 

連合国軍総司令部 

     （GHQ） 
59 

【ろ】   

ロシアかくめい ロシア革命 50 

 

                                


