栃木県版「歴史ノート」の作成のねらい
歴史的分野の学習では，日本の歴史の流れを，世界の歴史を背景として学びます。このノートでは，基礎・
基本となる知識はもちろん，資料を収集，読解，解釈する力や考える力も身につけることができるように編
集しています。また，身近な地域の歴史へまなざしを向けられるよう，栃木県関係の歴史に関する学習も取
り入れました。
☆歴史的分野の学び方と「歴史ノート」の使い方
① 歴史上のできごとを学習するときは，５Ｗ１Ｈ（When＝いつ，Where＝どこで，Who＝だれが，
What＝どうしたのか，Why＝なぜ，How＝どのようにして）と，そのできごとの与えた影響を視点とし
て調べ，理解することが大切です。
② 歴史上のできごとをただ覚えるのではなく，「できごととできごとの間にどんな関係があるのか」
「で
きごとや人物の決断の背景は何か」など，考えながら学習しましょう。
③ 「学習課題」を読み，どんな学習をするのかよく理解してから始めましょう。
④ 「チェックポイント」の内容は必ず理解できるようにしましょう。
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歴史のとらえ方（歴史の流れと時代区分）
学習課題

小学校での学習をふりかえり，歴史の流れを見てみよう。
時代や年代の表し方を確認しよう。

○小学校で学習した「人物」
卑弥呼，聖徳太子，小野妹子，中大兄皇子，中臣鎌足，聖武天皇，行基，鑑真，藤原道長，紫式部，
清少納言，平清盛，源頼朝，源義経，北条時宗，足利義満，足利義政，雪舟，ザビエル，織
田信長，豊臣秀吉，徳川家康，徳川家光，近松門左衛門，歌川（安藤）広重，本居宣長，杉田
玄白，伊能忠敬，ペリー，勝海舟，西郷隆盛，大久保利通，木戸孝允，明治天皇，福沢諭吉，
大隈重信，板垣退助，伊藤博文，陸奥宗光，東郷平八郎，小村寿太郎，野口英世
○小学校で学習した「文化財」
縄文土器，大仙古墳，法隆寺，東大寺大仏，正倉院，平等院鳳凰堂，厳島神社，金閣，銀閣，
水墨画，姫路城，日光東照宮，浮世絵，八幡製鉄所，原爆ドーム
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小学校で学んだ歴史上の人物やできごと，文化財の中から，ある時代を代表すると思うものを
１つずつ選んで表にまとめてみよう。（時代は次の６つの中から選ぼう。
）

・国づくりが始まった時代…………縄文時代・弥生時代・古墳時代
・天皇や貴族が政治を行った時代…飛鳥時代・奈良時代・平安時代
・武士が政治を始めた時代…………
（平安時代）
・鎌倉時代・室町時代（南北朝時代・戦国時代）
・武士の政治が安定した時代………安土桃山時代・江戸時代
・近代化を進めた時代………………明治時代・大正時代・昭和時代
・平和で国民主権の時代……………昭和時代（戦後）・平成時代

（

2

）時代を

（

）時代を

代表する「人物」は

代表する「できごと」は

・その「人物」について

・その「できごと」について

・その「人物」が代表と考えたわけは…

・その「できごと」が代表と考えたわけは…

（

）時代を

2

年代の表し方を確認しよう。

代表する「文化財」は

紀元前
（B.C.）

・その「文化財」に
ついて

紀元後
（A.D.）

紀元前
３世紀

紀元前300〜201年

紀元前
２世紀

紀元前200〜101年

紀元前
１世紀

紀元前100〜1年

１世紀

1〜100年

２世紀

101〜200年

20世紀

1901〜2000年

21世紀

2001〜2100年

・その「文化財」が代表と考えたわけは…
（①

）…イエスが生まれたと考えられ

ていた年を紀元元年（１年）と決めた表し方。
（②

）…西暦で100年をひとまとめにし

た言い方。
（③

）…明治・大正・昭和・平成など

のこと。最初の年は元年と表記する。

チ

ェックポイント

・時代区分には社会のしくみの特徴によって時代を大きく分ける方法と，おもに政治の中心地の名称
で分ける方法がある。前者の分け方では次のように分けられる。
原始―古代―（①

）―（②

）―近代―現代

後者の分け方では，次のように区分されることがある。
―飛鳥時代―奈良時代―（③

）―鎌倉時代―（④

）―安土桃山時代―江

戸時代―

Memo
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1
⑴

人類の出現と古代文明
学習課題

古代文明の特色を，生活技術の発達や文字の使用などを通して考えよう。

代表的な古代文明の発展した場所を確認しよう。
代表的な文明の特色を表にまとめよう。
地域・河川

文

字

特

色

国王の墓・（

）がつくられた。

はん らん

河川の氾 濫 の時期を知るために（

エジプト文明

）

が発達し，太陽を基準とした暦である
（

）もつくられた。

月の満ち欠けにもとづく暦・（

）

が発明される。時間を60進法ではかることも

メソポタミア文明

行われる。文字で刻まれた（

）

法典がよく知られている。
（
インダス文明

）などをもつ都市がつくられた。

のちの（

）制度のもととなっ

た神官を最高とする身分制度がつくられた。
中国文明
⑵

※設問２で学習

代表的な古代文明が発展した場所を確認し，⑶
文明の名前を書きこもう。
40°
大
西
洋
地中

海

0° アフリカ

イ アジア
ティグリス川
ン
スダ
バビロン
川 ハラッパー
ユ
ウル モヘンジョダロ
フ
ドーラビーラー
ラテ
ス川
ーー

ギーザ
ナ
イ
ル
川

通する特徴をまとめよう。

ティグリス・ユーフラテス川流域
紀元前3500年ごろ〜
（現在のイラク付近）

ヨーロッパ

20°

これまでの作業からとらえた古代文明に共

こう

が

いんきょ

河 殷墟
黄 ホー
ホワン

ちょうあん

長安

こう

江
ちょう チヤン
長

太
平
洋

20°

チャン

こう が

0°

ちょう こう

りゅういき
黄河流域
・長江流域
ナイル川流域
インダス川流域
ホワン ホー
チャン チヤン
紀元前1500年ごろ〜
紀元前3100年ごろ〜
紀元前3100年ごろ〜
（現在のエジプト・スーダン付近） （現在のパキスタン・インド付近） （現在の中華人民共和国）

2
殷

中国の文明の発達について，それぞれの時代のようすをまとめよう。
B.C.1600ごろ〜
B.C.1100ごろ

周

B.C.1100ごろ〜B.C.256

（春秋時代）B.C.770〜B.C.403
（戦国時代）B.C.403〜B.C.221

4

秦

B.C.221〜B.C.206

漢

（前漢）B.C.202〜A.D.8
（後漢）A.D.25〜A.D.220

チ

ェックポイント

・最も古い人類である猿人は（①
てするどい刃をもつ（②

）に現れた。やがて人類は，石を打ちくだい
）をつくり，狩りや採集を行った。この時代を（③

）

時代という。
・１万年ほど前には，（④
（⑤

）が発明され，食物を煮るようになり，また表面を磨いた

）石器もつくられるようになった。この時代を（⑥

・アフリカやアジアの大河のほとりでは，（⑦
集団を支配するようになり，その中で（⑧

）時代という。

）や牧畜が発達した。しだいに強い集団が弱い
）器がつくられ，
（⑨

）も発明された。
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