
ＫＡＩＲＩＮ予備校 日ゼミ

石田ＳＰ 特別付録

今井・石田の

カテゴリ別歴史のまとめ

暗記用

ＫＡＩＲＩＮ予備校 今井武志 石田晴康



政 治 史

縄文時代

・狩や漁の生活～青森県三内丸山遺跡

弥生時代

・稲作伝来～静岡県登呂遺跡

・「むら」→「くに」の戦いの後～佐賀県吉野ヶ里遺跡
・３０あまりの国を従えた～邪馬台国と女王卑弥呼

大和時代

・大和朝廷による統一。一族に仕事を与える氏姓制度

飛鳥時代

・聖徳太子が天皇中心の国づくりを目指す。

有能な役人が出世～冠位十二階 そして心得十七条の憲法

大化の改新

・中大兄皇子と中臣鎌足が天皇中心の国づくりを目指す。
目標は公地公民（すべての土地と人を天皇のものに）

・班田収受の法で口分田（土地）を与え死んだら回収！

奈良時代

・都を奈良の平城京に移す。

・墾田永年私財法土地を返さなくてもＯＫに。

（人口の増加や土地を捨てる農民の増加で土地不足）

・聖武天皇が仏教で国を治めようとした。

平安時代

・桓武天皇が律令政治の建て直しのために都を平安京に移す。

・荘園私有地）を集めた貴族の政治。

摂関政治～天皇が幼いときは摂政で成人したら関白

・藤原道長と頼道の政治。

↓

・白河上皇が院政を始める

↓

・保元の乱・平治の乱

↓

・平清盛が武士ではじめて太政大臣になる。

貴族と変わらない政治で失敗

鎌倉時代

・１１９２年源頼朝が鎌倉に幕府をひらく。
・将軍の補佐執権が力を持つ。

執権は代々北条氏！

・１２２１年承久の乱おこる。（後鳥羽上皇が暴れる。）

乱の後設置と言えばこれ 六波羅探題



・１２３２年北条泰時が初の武家法となる御成敗式目を制定。

・１２７４年と１２８１年の２回元寇が攻めてきた。

↓勝利・・・でも

・御家人が不満なわけ～御恩である土地がもらえなかったため

↓１２９７年永仁の徳政令

・１３３３年幕府滅亡！

室町時代
・１３３４年後醍醐天皇の建武の新政

わずか２年で失敗した理由は公家中心で武士の不満をかったため

後醍醐天皇は吉野に逃げて南朝。足利尊氏は京都で新天皇をたて北朝を作る。

・将軍の補佐は管領

・３代将軍足利義満が南北朝の合一！



外交史

弥生時代

１世紀 倭の奴
な

の国王が金印をもらう。

ヨーロッパ ｂローマ帝国

↓↑･･･ ｄシルクロード

中 国 ｃ漢

３世紀 邪馬台国
や ま た い こ く

の女王卑弥呼
ひ み こ

魏
ぎ

に使いを送る。（『魏志
ぎ し

』の倭人伝
わじん で ん

に書いてある。）

＜中国の歴史書＞

大和時代

５世紀～ 渡来人が土木・鍛冶・養蚕・機織・製陶伝える。

（朝鮮半島の百済
く だ ら

から仏教が正式に伝来！）

（大和朝廷も百済
く だ ら

と結んで高句麗
こ う く り

と戦う）

飛鳥時代

６世紀末～推古天皇の摂政聖徳太子は、小野妹子らを代表に中国へ。

（中国は隋王朝だから、この使者を遣隋使と呼んだ）

「ｐ日出づる処の天子、書をｑ日没する処の天子に致す。」

注意！（ｐは日本でｑは隋）。中国と対等な立場の外交を目指す！

奈良時代８世紀～奈良の都ｓ平城京はｔ長安を手本（ｕ唐の都）

国名 ｖ フランク王国 ｗ イスラム帝国

都市名 ｘ エルサレム ｙ メッカ

中国への使者＝遣唐使

行った人→阿倍仲
あ べ の な か

麻呂
ま ろ

来日して唐招提寺
とうしょうだいじ

を建立

→鑑真
がんじん

平安時代

中国から最澄
さいちょう

がもどり、天台宗。（滋賀県
．．．

の比叡山
ひえいざん

に延暦寺
えんりゃくじ

）

空海
く うか い

がもどり、真言宗。（和歌山県
．．．．

の高野山
こうやさん

に金剛峯寺
こ ん ご う ぶ じ

）

８９４年にＥ遣唐使を廃止！（理由～唐がおとろえたため。）

武士の平清盛が初の太政大臣。大輪
お お わ

田泊
だのとまり

の港を改修して貿易。

（中国は宋
そ う

王朝だから、この貿易を日宋貿易貿易という。）



鎌倉時代

執権北 条
ほうじょう

時宗
ときむね

のときに元が攻めてきた事を元寇という。

元の皇帝はフビライ＝ハン

当時の朝鮮は高麗
こ う ら い

（英語 Korea は

これが語源）

室町時代

３代将軍足利義満は中国と貿易。

（中国は明
みん

王朝だから、この貿易を日明貿易という。）

別名を勘合貿易という。

（倭寇
わ こ う

という海賊と区別するために勘合という合札を用いた。）

室町時代の頃の朝鮮は、（李
り

氏
し

）朝鮮 とよばれた（ハングルという文字が誕生）

安土桃山時代

このころの世界は大航海時代！

１４９２年 アメリカ（西インド諸島）発見はコロンブス

１４９８年 喜望峰
きぼうほう

をまわってインドへ行ったバスコ＝ダ＝ガマ

１５２２年 世界一周をしたマゼラン一行

日本へは、１５４３年 種子島
た ね が し ま

にポルトガル人が漂着（鉄砲伝来）

１５４９年 鹿児島 にザビエルが来日（キリスト教の伝来）

信長・秀吉のころスペインやポルトガルと南蛮
なんばん

貿易
ぼうえき

を行う。

秀吉は、中国を征服する計画をたて、２度明へ出兵！

江戸時代

朱印船貿易→朱印状を渡し交易を許可する。

→東南アジアに日本町ができる。

↓（キリスト教が封建制度にあわない）

１６３９年ポルトガル船来航禁止＜鎖国の完成＞

オランダと中国だけは貿易を許可した。

朝鮮からは将軍が代わるたびに朝鮮通信使 が来日。

１７９２年ロシア人のラックスマンが根室にやってくる。

１８２５年外国船打払令を出して外国船を近づけない！

１８５３年ペリーが来航！翌年日米和親条約条約を結ぶ。

（下田・函館）を開港

１８５８年日米修好通商条約で貿易を開始。

不平等な内容（領事裁判権）を認める・（関税自主権）がない。



社会経済史

縄文時代

・稲作はまだなので狩や漁の生活…土偶を使っておまじない。

・武器は磨製石器で獲物はみんなでわける平等な社会。

・遺跡～青森県の三内丸山遺跡が有名

弥生時代

・紀元前３世紀、大陸から稲作が伝わる。

・遺跡～静岡県の登呂遺跡が有名

・保存（高床式倉庫で）ができる→貧富の差。

・共同作業が多い→指導者の出現。

飛鳥時代 特になし

大化の改新 唐のマネ…すすんだ律令政治を目指せ！

・唐の均田制をまねて、日本でも班田収授法を実施した。

（6 歳になったら土地を与えられ税を納め、死んだら土地を返す）

・与えられた土地を口分田という。

・税は、稲を納める租

労役のかわりに布を納める庸

地方の特産物を納める調があった

さらに、九州の大宰府に行く防人（さきもり） もあった。

奈良時代

・税を納める事が苦しくなった農民は土地を捨てて逃げた。

・苦しさを比べた歌山上憶良の『貧窮問答歌』（万葉集）

・人口増加、土地を捨てられるでパニック。

７４３年墾田永年私財法で土地の永久の私有を認める。

平安時代

・私有地である荘園を集めた貴族の時代。代表的なのは藤原氏。

・有力な貴族に土地を寄進するものも現れた。

鎌倉時代

・一年間に米と麦をつくる二毛作が

はじまる。

・牛馬耕＝動物を使用して土地を耕す。

室町時代

・自治的な組織惣ができる。会議寄合を開く

・しばしば反発！この時代の農民の一揆（徳政令を求めた）は土一揆

代表的なもの、１４２８年正長元年、正長の土一揆

その他、石川県の一向宗の一揆と言えば、加賀の一向一揆

京都で起こった一揆と言えば、山城の国一揆



安土・桃山時代

・豊臣秀吉が年貢を確実に納めさせるために行った政策。

刀狩で武器を取り上げ、一揆を防ぎ農業に専念

太閤検地を実施し、 検地帳 に登録。土地を離れられない。

・結果～武士と農民の区別がはっきり

するいわゆる兵農分離が進む。

江戸時代前半

・士農工商の厳しい身分制

農民は土地を持たない水のみ百姓

土地を持つ本百姓に分けられる。

（本百姓は村役人名主・組頭・百姓代になれる。）

・１６４９年慶安の御触書を出す。（農民の衣食住の統制）

・さらに連帯して責任を負わせる五人組もあった。

・農具の開発、深く耕せる備中ぐわなどが開発された。

江戸時代後半

・ききんがおこり、生活が苦しい。

農民が反抗した百姓一揆や、町人が米屋を襲う打ちこわしが起こる。

・大阪の元役人が反乱を起こす＝１８３７年Ｔ大塩平八郎の乱。

明治維新

・１８７３年政府の収入アップのために地租改正をおこなう。

記述（土地所有者に地券を発行した。税金として地価の３％を、現金 で

納める。）

大正時代

・１９１８年国内の米価の急騰で富山県の主婦がキレた＝米騒動

昭和時代

・戦後の民主化政策の一環

農地改革＝小作農から自作農への転換をはかる。



日本史人物編（弥生～室町）

弥生時代

卑弥呼…邪馬台国の女王、『魏志』の倭人伝に登場。

飛鳥時代

聖徳太子…推古天皇の摂政、蘇我馬子と協力して政治。

小野妹子を遣隋使として派遣。

十七条の憲法や冠位十二階をつくる。

大化の改新

中大兄皇子…中臣鎌足と協力して蘇我氏を倒す。

のちに天智天皇となり政治。

↓（６７２年 壬申の乱）

弟の天武天皇が即位！

奈良時代

聖武天皇…仏教の力で国を治めようとした。東大寺や国分寺を建立。

鑑真…唐から渡ってきた。唐招提寺を建立。

平安時代

桓武天皇…７９４年、都を京都に移す。

東北を支配するために坂上田村麻呂を征夷大将軍に任命。

空海…唐から帰国し真言宗、最澄…同じく天台宗。

菅原道真…唐がおとろえたという理由で遣唐使の廃止を訴えた。

平将門…関東で反乱。同じ頃瀬戸内では藤原純友…が反乱。

藤原道長…摂関政治の全盛期、「この世をば♪」

藤原頼通…藤原道長の子。平等院鳳凰堂（寝殿造）を建立。

白河上皇…１０８６年に院政を開始。

平清盛…保元の乱や平治の乱で勝利。武士で初の太政大臣。日宋貿易。

源義経…壇ノ浦の戦いで活躍、兄の源頼朝に追われ東北へ逃げる。

鎌倉時代

源頼朝（将軍）…１１９２年に征夷大将軍となり鎌倉幕府誕生。

後鳥羽上皇…１２２１年の承久の乱で北条義時に敗れ島流し。

北条泰時（執権）…１２３２年に御成敗式目を作成。

北条時宗（執権）…１２７４年と１２８１年に元と戦う。

室町時代

後醍醐天皇…鎌倉幕府が滅びたあと２年間政治。（建武の新政）

足利尊氏…１３３８年征夷大将軍になり幕府をひらく。

足利義満…３代将軍。南北朝の合一、勘合貿易（日明貿易）、金閣。

足利義政…８代将軍。応仁の乱、銀閣（書院造）

雪舟…水墨画のプロ



日本史人物後半（安土桃山～昭和）

安土桃山時代

織田信長…鉄砲をうまく使って天下統一の基礎をつくる。楽市楽座も。

１５６０年桶狭間の戦いで今川義元を破る。

１５７３年室町幕府 15 代将軍足利義昭を追放し倒幕。

１５７５年長篠の戦で武田勝頼の騎馬隊を破る。

１５８２年本能寺の変で明智光秀に殺される。

豊臣秀吉…太閤検地や刀狩、朝鮮出兵で有名。

江戸時代

徳川家康…関ヶ原の戦いで石田三成と戦う。江戸幕府をひらく。

徳川家光…3 代将軍。参勤交代を追加したり、鎖国を完成させたりした。

天草四郎…１６３７年島原・天草一揆の中心人物。

シャクシャイン…この頃北海道で反乱を起したアイヌの指導者。

徳川綱吉…5 代将軍。生類憐みの令。貨幣の質下げる。

新井白石 …学者、生類憐みの令廃止、長崎貿易制限。

徳川吉宗…８代将軍。享保の改革～公事方御定書、目安箱など。

田沼意次…老中。株仲間の奨励、わいろ政治、天明の大飢饉で失脚。

松平定信…老中。寛政の改革～朱子学以外禁止（寛政異学の禁）

大塩平八郎…天保の大飢饉に対策をたてない幕府に反乱。幕府の元役人。

水野忠邦…老中。天保の改革～株仲間の解散。

ペリー…１８５３年に来日し、翌年日米和親条約を結ぶ。

↓さらに貿易のために

１８５８年大老井伊直弼と領事ハリスが日米修好通商条約

坂本竜馬…薩長同盟を実現、倒幕へ大活躍。最後の将軍徳川慶喜

明治時代

西郷隆盛…西南戦争で死亡。

板垣退助…民撰議院設立の建白書を提出。自由民権運動。自由党。

大隈重信…立憲改進党を結成。

岩倉具視…条約改正のための使節団として渡米した。

陸奥宗光が治外法権撤廃、小村寿太郎が関税自主権を回復。

伊藤博文…初代内閣総理大臣。憲法作成のためプロシア（ドイツ）へ

大正時代

原敬…初の本格的政党内閣。

加藤高明…１９２５年に普通選挙法の実現。同時に治安維持法。

昭和時代

犬養毅…五・一五事件で暗殺された。

長嶋茂雄…巨人軍は永久に不滅です！



文化史（飛鳥～江戸）

飛鳥文化（飛鳥時代）

～初の仏教文化～

法隆寺（聖徳太子建立） 法隆寺釈迦三尊像

現存する世界最古の木造建築

天平文化（奈良時代）

～唐の影響を受けた聖武天皇と貴族の国際色豊かな文化～

東大寺大仏殿 正倉院（校倉造） 鑑真

唐招提寺を建立

・歴史→日本書紀・古事記 地理→風土記

・歌集→万葉集

国風文化（平安時代）

～唐の文化を消化した、新しい日本独自の文化～

かな文字～漢字をもとに作った。

・紫式部 ～源氏物語

・清少納言～枕草子

・紀貫之（日記）～土佐日記

・紀貫之ら（歌集）～古今和歌集

平等院鳳凰堂（寝殿造）～藤原頼通が建立 浄土信仰

鎌倉文化（鎌倉時代）

～武士の素朴で力強い文化～

・軍記
ぐ ん き

物
もの

～『平家物語』琵琶
び わ

法師
ほ う し

・藤原
ふじわら

定家
のていか

らの歌集『新古今和歌集』

・随 筆～吉田
よ し だ

兼好
けんこう

の『徒然草』

・ 鴨
かもの

長 明
ちょうめい

の『方丈記
ほうじょうき

』

金剛力士像

東大寺南大門 （運慶 ・快慶の作品）



鎌倉時代といえば宗教

・法然の浄土宗～「南無
な む

阿弥
あ み

陀仏
だ ぶ つ

」を唱えれば極楽浄土へいける

・親鸞の浄土真宗～法然の弟子「悪人（普通の人）こそ救われる」

・日蓮の日蓮宗～「南無
な む

妙 法
みょうほう

蓮華経
れんげきょう

」と題目を唱えるといいよ

・一遍の時宗～踊りながら広めちゃうもんね。

☆中国からカムバックした二人の禅宗（座禅
ざ ぜ ん

してさとりを開け！）

・道元の曹洞宗 栄西の臨済宗

室町の文化（室町時代）

～公家と武家の文化が混ざり合っている文化～

（後醍醐天皇や足利尊氏がいたからね）

＜前半＞３代足利義満の時代は北山文化

京都の鹿苑寺
ろくおんじ

に金閣を建 立
こんりゅう

＜後半＞８代足利義政の時代はＲ東山文化

禅宗の影響がでてきた

慈照寺に銀閣を建立（）

～部屋の写真が出たら書院造と答える。

水墨画（墨
すみ

で絵を書く）雪舟

観
かん

阿弥
あ み

・世阿弥
ぜ あ み

の能楽

連歌
れ ん が

・狂 言
きょうげん

・お伽草子
とぎぞうし

は室町のカギ！

桃山文化（安土桃山時代）

～大商人のＺ豪華で雄大な文化～

・城 豊臣秀吉が建立した、姫路城・大阪城

織田信長の、安土城

・茶 茶の湯を大成した、千利休・絵 狩野永徳や山楽のふすま絵

元禄文化（江戸前半）

～上方中心の商人や町人の文化～

井原西鶴の浮世草子と呼ばれる小説（面白おかしく）

近松門左衛門の人形浄瑠璃（人形劇）

松尾芭蕉～俳諧 東北へ旅行 代表作奥の細道

菱川師宣～浮世絵 右は見返り美人

化政文化（江戸後半）

～江戸中心の文化～

十返舎一九の東海道中膝栗毛（面白おかしく旅の記録）

滝沢馬琴～代表作『南総里見八犬伝』

小林一茶・与謝蕪村の俳諧

喜多川歌麿～美人画

葛飾北斎～代表作富嶽三十六景（富士山の絵）



法律・命令で振り返る日本史

飛鳥時代

（社会）～天皇中心の国づくり～冠位十二階で役人を採用

６０４年十七条の憲法 で役人の心得を定める。

大化の改新

７０１年大宝律令で大化の改新をまとめる

奈良時代

（社会）～口分田を捨てる農民や人口増加で口分田不足。

↓開墾した土地は自分のもの

７４３年墾田永年私財法～荘園ができる

鎌倉時代

（社会）～将軍が御家人に土地を与えたがその土地でトラブル。

１２３２年御成敗式目を北条泰時が作成！初の武家法！

１２９７年徳政令で御家人の借金なし！

戦国時代

（社会）～下剋上の時代！家臣の統制のため戦国大名は分国法を定める。

安土桃山時代

織田信長→商業を自由に！楽市楽座

豊富秀吉→農民から武器を取り上げる刀狩令

江戸時代

（社会）～士農工商の厳しい身分制度

１６１５年武家諸法度 さらに３代徳川家光は参勤交代を追加

１６４９年慶安のお触書で農民に厳しく

（社会）～町人の活動活発に、いろいろな裁判も出てきたので刑罰の基準も。

１７４２年８代将軍徳川吉宗が公事方御定書

（社会）～鎖国にも関わらず外国船接近！根室にラックスマンやってくる

１８２５年外国船打払令

明治時代

（社会）～教育の発達

１８７２年学制→１８８６年学校令→１８９０教育勅語

（義務教育４年） （天皇中心教育）

（近代化）～天皇中心の国づくり

１８８９年大日本帝国憲法～枢密院で作成！天皇主権！

大正時代

（社会）～護憲運動で政党政治と普通選挙の実現を目指す。

１９２５年普通選挙法

↓社会主義者も選挙権を持つので…

治安維持法

昭和時代

（社会）日中戦争が長引き団結が必要 １９３８年国家総動員法

（社会）民主化で新しい憲法作成 １９４６年日本国憲法



戦乱・一揆・処刑で振り返る日本史

飛鳥時代

６４５年ａ大化の改新～中大兄皇子と中臣鎌足 vs 蘇我氏

↓のちに

６７２年壬申の乱の乱～天智天皇の後継ぎ争い！

平安時代

９３５年平将門の乱～関東で反乱

９３９年藤原純友の乱～瀬戸内海で反乱

１１５６年保元の乱～天皇と上皇の争い（武士の協力）

１１５９年平治の乱～武士の戦い。平氏が実権を握る。

１１８５年壇ノ浦の戦い～平氏滅亡。

鎌倉時代

１２２１年承久の乱～朝廷の後鳥羽上皇が反乱。

乱の後に六波羅探題を設置。

１２７４年文永の役

１２８１年弘安の役～あわせて元寇

執権北条時宗と敵のボスはフビライ=ハン

室町時代

１４２８年正長の土一揆～正長元年の土民の蜂起。徳政令を求める。

１４６７年応仁の乱～守護大名の山名氏対細川氏

将軍の後継ぎ問題にからみ１１年間戦う。京都が焼け野原。

１４８５年山城の国一揆～京都で暴れるな！もう我慢できない。

１４８８年加賀の一向一揆～石川県で起こった一揆。

安土桃山時代

１５６０年桶狭間の戦い～織田信長ｖｓ今川義元

１５７５年長篠の戦い～織田・徳川連合軍ｖｓ武田勝頼

１５８２年Ｅ本能寺の変～織田信長が明智光秀に殺される。

１５９２年Ｇ朝鮮出兵～豊臣秀吉が明を征服するために出兵。

江戸時代

１６００年関ヶ原の戦い～徳川家康ｖｓ石田三成

１６３７年島原の乱～九州のキリスト教信者の反乱

１８３７年大塩平八郎の乱～元大阪町奉行所の役人の反乱。

１８３９年蛮社の獄～渡辺崋山と高野長英が処刑。

１８５９年安政の大獄～吉田松陰らを処刑。

１８６０年桜田門外の変～大老井伊直弼が暗殺される。



Ｑ１．次の歴史上の人物について，時代の古い順に並べ替えなさい。（レベル１）

伊藤博文 源頼朝 足利尊氏 犬養毅 聖徳太子 織田信長

桓武天皇 徳川家康 卑弥呼 原敬 聖武天皇 後醍醐天皇

卑弥呼 弥生時代 邪馬台国の女王 魏に使いを送る。

↓

聖徳太子 飛鳥時代 推古天皇の摂政 冠位十二階 十七条憲法

↓

聖武天皇 奈良時代 奈良に東大寺 墾田永年私財法

↓

桓武天皇 平安時代 都を平安京に移す 最澄・空海を唐に派遣

↓

源頼朝 鎌倉時代 １１９２年征夷大将軍 鎌倉に幕府

↓

後醍醐天皇 南北朝～室町時代 建武の新政 鎌倉幕府を倒す

↓

足利尊氏 後醍醐天皇と共に鎌倉幕府を倒す 室町幕府を開く

↓

織田信長 安土桃山 尾張の国の戦国大名 安土城 楽市楽座

↓ キリスト教保護

徳川家康 江戸時代 関ヶ原の戦い １６０３年征夷大将軍

↓

伊藤博文 明治時代 初代内閣総理大臣 立憲政友会

↓

原敬 大正時代 平民宰相 初の本格的政党内閣

↓

犬養毅 昭和時代 ５．１５事件



Ｑ２．次の歴史上の人物について，時代の古い順に並べ替えなさい。（レベル２）

徳川慶喜 足利尊氏 聖武天皇 松平定信 北条泰時 徳川吉宗 織田信長

徳川家康 蘇我氏 藤原道長 水野忠邦 後醍醐天皇 桓武天皇 井伊直弼

中大兄皇子 白川上皇 後鳥羽上皇 徳川家光 天武天皇 平清盛 豊臣秀吉

足利義満 源頼朝

飛鳥時代 ・蘇我氏 大和朝廷時代の有力な豪族

・中大兄皇子 大化の改新 にちに天智天皇

・天武天皇 壬申の乱の勝者 律令政治を完成

奈良時代 ・聖武天皇 仏教の力で国を治める

平安時代 ・桓武天皇 仏教勢力の拡大を嫌って都を京都に移動

・藤原道長 摂関政治により，実権を握る

・白川上皇 院政 天皇を退いたあとも印にこもって政治

・平清盛 保元の乱で出世 太政大臣 日宋貿易

鎌倉時代 ・源頼朝 鎌倉に幕府

・北条泰時 執権北条時政の孫 第３代執権 御成敗式目

・後鳥羽上皇 承久の乱を起こす 失敗

・後醍醐天皇 建武の新政

室町時代 ・足利尊氏 京都に北朝を立て室町幕府を開く

・足利義満 第３代将軍 金閣 明と勘合貿易

安土桃山時代 ・織田信長 足利義昭を追放，室町幕府を倒す

・豊臣秀吉 刀狩り 太閤検地 朝鮮侵略

江戸時代 ・徳川家康 江戸幕府

・徳川家光 ３代将軍 鎖国の完成

・徳川吉宗 ８代将軍 質素倹約 公事方御定書 享保の改革

・松平定信 老中 寛政の改革 出稼ぎ禁止 武士の借金帳消し

・水野忠邦 老中 天保の改革

・井伊直弼 大老 日米修好通商条約 桜田門外の変

・徳川慶喜 １５代将軍 大政奉還



ＫＡＩＲＩＮ予備校 新高１準備講座

３月１４日

全校舎一斉開講！！


