
歴史時代分類問題（説明付）

打製石器 旧石器 石割っただけ。

たて穴住居 縄文 しょぼい縄文の家

貝塚 縄文 ゴミ捨て場

土偶 縄文 繁栄を願ったダサい人形

三内丸山遺跡 縄文 青森の縄文の遺跡

吉野ヶ里遺跡 弥生 佐賀の弥生の遺跡

高床倉庫 弥生 ねずみに食われない倉庫

金印 弥生 ひかるはんこ

奴国 弥生 をもらった国

卑弥呼 弥生 おばちゃん

邪馬台国 弥生 の統治してた国

魏志倭人伝 弥生 卑弥呼が載ってる中国の本

大和政権 古墳 古墳時代のでかい勢力

前方後円墳 古墳 でかい墓

渡来人 古墳 中国朝鮮から来た人

須恵器 古墳 の土器

百済の仏にご参拝 古墳 仏教は５３８年に百済から

埴輪 古墳 はにわ

推古天皇 飛鳥 女子の天皇

聖徳太子 飛鳥 その摂政

十七条憲法 飛鳥 が作った役人の心得

冠位十二階 飛鳥 が作った身分制度

遣隋使 飛鳥 隋へのおつかい
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中大兄皇子 飛鳥 後の天智天皇

中臣鎌足 飛鳥 後の藤原氏

大化の改新 飛鳥 たちが曽我氏をしばいた事件

公地公民 飛鳥 天皇直下に土地と人民を置いた

白村江の戦い 飛鳥 お友達の百済へ援軍を送るがしばかれたやつ

壬申の乱 飛鳥 天智天皇おくたばりの後の揉め事

大宝律令 飛鳥 政治はじめました

法隆寺 飛鳥 聖徳太子の世界最古の木造建築

飛鳥文化 飛鳥 仏教文化

国司 奈良 知事的な。

班田収授法 奈良 口分田を配って死んだら戻させる法

口分田 奈良 その田

租・調・庸 奈良 そんときの税、米とか布とか労働とか

大宰府 奈良 白村江でびびったので作った場所

聖武天皇 奈良 奈良時代の天皇

墾田永年私財法 奈良 の法。自分で作った田は自分のもん。田んぼ不足が原因

国分寺、国分尼寺 奈良 全国に配置した寺

東大寺 奈良 その中心

遣唐使 奈良 唐へのおつかい

古事記 奈良 国の起こりをまとめた本

日本書紀 奈良 年月重視の本

万葉集 奈良 歌あつめただけ

風土記 奈良 特産物書いた本

校倉造 奈良 正倉院の建築様式
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正倉院 奈良 聖武天皇ゆかりの品が入ってる倉庫。

天平文化 奈良 奈良時代の文化

桓武天皇 平安 平安時代の天皇

平安京 平安 の都

坂上田村麻呂 平安 東北をしばいた征夷大将軍

藤原道長 平安 しめしめと出てきたやつ

摂関政治 平安 じいじの政治

空海 平安 ガチ仏教野郎１　真言宗

最澄 平安 ガチ仏教野郎２　天台宗

荘園 平安 開墾した田のこと

白河天皇 平安 院政はじめました

院政 平安 ＯＢの政治

平将門の乱 平安 関東で暴れたおやじ

藤原純友の乱 平安 瀬戸内海で暴れたおやじ

保元の乱 平安 天皇同士のけんか

平治の乱 平安 源氏と平氏のけんか。　平氏が勝つ。

平清盛 平安 武士初の太政大臣。

日宋貿易 平安 その貿易

壇ノ浦の戦い 平安 平氏が源氏にしばききられた戦い

国風文化 平安 遣唐使廃止もあって和風になった優美で繊細な文化

寝殿造 平安 平安時代の金持ちの家

枕草子 平安 清少納言

源氏物語 平安 紫式部

土佐日記 平安 紀貫之
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平等院鳳凰堂 平安 平安の建物１

中尊寺金色堂 平安 平安の建物２

源頼朝 鎌倉 鎌倉幕府をつくったやつ

執権 鎌倉 総理大臣的な役職

後鳥羽上皇 鎌倉 いけると思って攻めてきたアホ

承久の乱 鎌倉 そのアホの乱

六波羅探題 鎌倉 アホが生まれないように京都を監視

御成敗式目 鎌倉 武士的な法律。よくできていた。

北条泰時 鎌倉 それを定めた執権

北条時宗 鎌倉 元寇のときの執権

元寇 鎌倉 元が２回攻めてきたこと

フビライハン 鎌倉 そんときの元の皇帝

徳政令 鎌倉 御家人の借金帳消しにしてみた。効果はない。

法然 鎌倉 なむあみだぶつ

親鸞 鎌倉 浄土真宗　なむあみだぶつ

一遍 鎌倉 なむあみだぶつ

栄西 鎌倉 座ってるだけ

道元 鎌倉 座ってるだけ

平家物語 鎌倉 平家の滅亡を書いているので鎌倉時代

新古今和歌集 鎌倉 歌集

徒然草 鎌倉 ダーヨシ

東大寺南大門 鎌倉 鎌倉の建物

後醍醐天皇 室町 アホな政治をはじめたやつ

建武の新政 室町 その短い政治
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足利尊氏 室町 そのアホをしばいたやつ

南北朝時代 室町 アホが生き延びたので２つの朝廷があった

足利義満 室町 足利３代目。一番栄えた。金閣もこのおやじ

管領 室町 室町時代の執権。

守護大名 室町 鎌倉時代にばらまいた守護がいつのまにか強くなってた。。

勘合貿易 室町 倭寇と区別して貿易してた

問丸 室町 年貢運び

馬借 室町 クロネコ

座 室町 商売独占

町衆 室町 金持ち

惣 室町 自治組織

正長の土一揆 室町 借金返しまへん～

応仁の乱 室町 足利の跡継ぎ争い。これ以降が戦国時代。乱の中で一番重要。

山城の国一揆 室町 国乗っ取られました。

加賀の一向一揆 室町 浄土真宗野郎の反乱

下剋上 室町 下が上に。

書院造 室町 わびさびの建築様式。銀閣。

北山文化 室町 てかてかの文化

東山文化 室町 わびさびの文化

水墨画 室町 しぶすぎる絵

金閣 室町 キラキラの寺

銀閣 室町 わびさびの寺

観阿弥、世阿弥 室町 能楽野郎

南蛮貿易 安土桃山 ヨーロッパとの貿易
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桶狭間の戦い 安土桃山 織田と今川の戦い

長篠の戦い 安土桃山 織田と武田の戦い

織田信長 安土桃山 有名人。

楽市楽座 安土桃山 自由な商売を奨励

豊臣秀吉 安土桃山 有名人。

刀狩 安土桃山 農民から武器取り上げ

太閤検地 安土桃山 田畑の状態を調べて税を決める

桃山文化 安土桃山 豪華で雄大な文化

千利休 安土桃山 お～いお茶

出雲の阿国 安土桃山 歌舞伎踊り

徳川家康 江戸前半 有名人。

関ヶ原の戦い 江戸前半 豊臣側の石田三成をしばいた戦い

武家諸法度 江戸前半 大名に守らせた法律

参勤交代 江戸前半 江戸に来させる。

朱印船貿易 江戸前半 勘合貿易の江戸版

鎖国 江戸前半 貿易やめました。

島原天草一揆 江戸前半 キリスト教信者の反乱

出島 江戸前半 地味にオランダと貿易。

朝鮮通信使 江戸前半 朝鮮からの団体様

シャクシャインの乱 江戸前半 アイヌの反乱

生類憐みの令 江戸前半 犬蹴ったら死刑。綱吉

新井白石 江戸前半 ６，７代将軍の補佐

井原西鶴 江戸前半 エロマンガ野郎

近松門左衛門 江戸前半 人形野郎
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松尾芭蕉 江戸前半 俳句野郎

菱川師宣 江戸前半 浮世絵はじめました。エロ本作家

元禄文化 江戸前半 こういう文化。上方中心。

徳川吉宗 江戸後半 政治４人集の唯一の成功者。１人目。

公事方御定書 江戸後半 吉宗が作った裁判の基準。

享保の改革 江戸後半 吉宗の改革のこと

田沼意次 江戸後半 政治４人集の２人目。株仲間を認めズブズブの政治

松平定信 江戸後半 政治４人集の３人目。きびしい。備蓄備蓄。

寛政の改革 江戸後半 松平の改革のこと

大塩平八郎 江戸後半 米を配ろうとしたやさしい役人。

水野忠邦 江戸後半 政治４人集の４人目。きびしい。株仲間解散。

天保の改革 江戸後半 水野の改革のこと

外国船打払令 江戸後半 外国船は沈めちゃいましょう。

十返舎一九 江戸後半 膝栗毛

錦絵 江戸後半 浮世絵の進化したやつ

葛飾北斎 江戸後半 有名な波

安藤広重 江戸後半 東海道の絵

寺子屋 江戸後半 くもんいくもん

本居宣長 江戸後半 国学おやじ

伊能忠敬 江戸後半 地図おやじ

杉田玄白 江戸後半 解体おやじ

化政文化 江戸後半 高度な文化。江戸中心

日米和親条約 江戸後半 ペリーと結んだアメリカ船を支援する条約

日米修好通商条約 江戸後半 井伊直弼が勝手に結んだ不平等な条約
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尊王攘夷運動 江戸後半 天皇を尊敬し外人を追い払う運動

井伊直弼 江戸後半 条約クソじじい

桜田門外の変 江戸後半 井伊直弼を仇討

薩長同盟 江戸後半 薩摩と長州が坂本竜馬の仲立ちで同盟

大政奉還 江戸後半 幕府が政権を天皇に返す

鳥羽伏見の戦い 江戸後半 幕府と新政府との戦い序盤

五稜郭の戦い 江戸後半 幕府と新政府との戦いラスト

戊辰戦争 江戸後半 江戸幕府をしばききった戦争。
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