
【FdData中間期末：中学歴史平安】 
 [平安京] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[問題](2学期中間) 
 次の文の①，②に適語を入れよ。 
奈良時代の後半には，貴族や僧の間で

勢力争いが激しくなり，政治が混乱した。

そこで( ① )天皇は，新しい都で政治

を立て直そうとして，784 年に都を長岡

京に移し，次いで 794 年に都を( ② )
京(現在の京都市)に移した。この後の約

400年間を平安時代という。 
 
[解答]① 桓武 ② 平安 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
奈良
な ら

時代の後半には，貴族
き ぞ く

や僧
そう

の間で勢

力争いが激しくなり，政治が混乱した。

そこで，桓武
か ん む

天皇は，新しい都で政治を

立て直そうとして，784 年に都を長岡京



に移し，ついで 794 年に都を平安京
へいあんきょう

(今
の京都市)に移した。 
そのさい，仏教の勢力が政治と結びつく

のをきらい，奈良にある寺が平安京に移

ることを禁じた。(鳴くよ(794)ウグイス

平安京) 
794 年から 1185 年に鎌倉幕府が成立す

るまでの約400年間を平安時代という。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「桓武天皇」「平安京」である。「794年」

「貴族や僧の間で勢力争いが激しくなり，

政治が混乱したため」もよく出題される。 
 
 



[問題](2学期中間) 
8 世紀末に都が現在の京都の位置に移

された。これについて，次の各問いに答

えよ。 
(1) 都を移した天皇は誰か。 
(2) その都の名は何か。 
(3) 都を移したのは西暦何年か。 
(4) 都を移した理由としてあてはまるも

のを次から1つ選べ。 
ア 奈良の都がせまくなったため。 
イ 貴族や僧の間で勢力争いが激し

くなり，政治が混乱したため。 
ウ 朝廷の税による収入がふえたた

め。 
 
[解答](1) 桓武天皇 (2) 平安京 
(3) 794年 (4) イ 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 都を平安京に移した天皇は誰か。 
(2) 都を平安京に移したのは何年のこと

か。 
(3) 平安京は現在の何市にあたるか。 
(4) 平安京の位置を資料中のア～ウから

1つ選び，記号を書け。 



(5) (1)の天皇が平安京へ都を移した理

由を「貴族や僧」「混乱」という語句

を使って説明せよ。 
(6) 平安京が完成する 10 年前におかれ

た，未完成に終わった都を何という

か。 
(7) (2)以降，鎌倉幕府が成立するまでの

約400年間を何時代というか。 
 
[解答](1) 桓武天皇 (2) 794年 
(3) 京都市 (4) ウ (5) 貴族や僧の間

で勢力争いが激しくなり，政治が混乱し

たため。 (6) 長岡京 (7) 平安時代 
 



[東北への支配の拡大] 
[問題](後期期末) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
平安時代初期，東北地方にすむ人々は

蝦夷と呼ばれていた。桓武天皇は，

( ① )を( ② )大将軍に任命して遠

征させた。(①)は蝦夷の指導者であるア

テルイらを降伏させた。 
 
[解答]① 坂上田村麻呂 ② 征夷 
[解説] 
 
 
 
 
 
 



平安時代初期のこ

ろ，律令
りつりょう

国家の支

配が及んだのは関

東地方までであっ

た。東北地方に住む人々は，朝廷
ちょうてい

から異

種の文化をもつ異民族
い み ん ぞ く

あつかいにされ，

蝦夷
え み し

と呼ばれた。朝廷はしだいに東北地

方への支配を拡大していったが，これに

対し蝦夷の人々は，アテルイを指導者と

して激しく抵抗した。桓武天皇は，797
年に坂上田村麻呂

さかのうえのたむらまろ

を征夷
せ い い

大将軍
たいしょうぐん

に任命

した。801 年，坂上田村麻呂は，4 万人

の朝廷軍を率いて胆沢
い さ わ

地方を平定し，翌

年，大きな胆沢城を造った。アテルイは，

軍を率いて降伏
こうふく

した。 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「坂上田村麻呂」「征夷大将軍」である。

「蝦夷」「アテルイ」もよく出題される。 



[問題](2学期中間) 
平安時代のころの東北地方のようすに

ついて，次の各問いに答えよ。 
(1) 東北地方に住み，律令国家の支配に

対して強く抵抗を続けた人々を何と

いうか。 
(2) 朝廷に抵抗した(1)の指導者は誰か。 
(3) 801 年に，4 万人の朝廷軍を率いて

胆沢地方を平定し，翌年，大きな胆

沢城を造り， 
(2)を降伏させた人物は誰か。 

(4) (3)の人物が任命されていた役職を何

というか。 
 
[解答](1) 蝦夷 (2) アテルイ 
(3) 坂上田村麻呂 (4) 征夷大将軍 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 797 年，律令国家の支配に抵抗する

人々を征服するため，桓武天皇は，

①誰を，②何という職に任命したか。 
(2) (1)の人物が派遣された地方を，次か

ら1つ選べ。 
[ 九州地方 四国地方 東北地方 
 北海道地方 ] 

(3) この当時，(2)に住む人々は何と呼ば

れていたか。 
(4) (3)の指導者の名前を答えよ。 
(5) (1)の人物が平定した地に築いた城を，

次の[  ]から選べ。 
[ 大野城 多賀城 胆沢城 
 安土城 ] 



(6) (5)の城の位置を

右の地図中のア

～エから 1 つ選

べ。 
 
 
[解答](1)① 坂上田村麻呂 
② 征夷大将軍 (2) 東北地方 (3) 蝦夷 
(4) アテルイ 5) 胆沢城 (6) ウ 
 
 



[空海と最澄] 
[問題](2学期中間) 
 次の文の①，②に適語を入れよ。 

9 世紀のはじめに，遣唐使とともに唐

にわたった2人の人物によって仏教の新

しい宗派が日本に伝えられた。すなわち，

( ① )は高野山に金剛峯寺を建てて真

言宗を開き，( ② )は比叡山に延暦寺

を建てて天台宗を開いた。 
 
[解答]① 空海 ② 最澄 
[解説] 
 
 
 
 
 



奈良時代，仏教が政治と結びついて腐敗
ふ は い

したため，桓武天皇は僧侶
そうりょ

の資格を厳し

くするなどして，それをあらためようと

した。これに応じて仏教界にも改革の動

きが起こった。最澄
さいちょう

と空海
くうかい

は，教典
きょうてん

の

研究を中心とする奈良仏教にあきたらず，

仏教の本来のあり方を求めて修行を重

ね，遣唐使
け ん と う し

にしたがって唐
とう

にわたった。 
帰国後，最澄は比叡山

ひ え い ざ ん

に延暦寺
えんりゃくじ

(滋賀県・

京都府)を建てて天台宗
てんだいしゅう

を，空海は高野山
こ う や さ ん

に金剛
こんごう

峯寺
ぶ じ

(和歌山県)を建てて真言宗
しんごんしゅう

を

開いた。いずれも，人里はなれた山奥の

寺で学問や厳しい修行を行った。やがて

この新しい仏教は，貴族たちの間に広く

受け入れられていった。 
 
 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「最澄・天台宗」「空海・真言宗」である。

「比叡山の延暦寺」「高野山の金剛峯寺」

もしばしば出題される。 
 
 
[問題](後期中間) 
次の地図のAとBに寺院を構えた僧の

名前と宗派を書け。 
 
 
 
 
 
[解答]A名前：最澄 宗派：天台宗 
B名前：空海 宗派：真言宗 
 



[問題](3学期) 
平安時代には2つの新しい仏教がおこ

った。次の文中の①～④に語句を入れよ。 
・最澄は，比叡山に( ① )寺を建て，

( ② )宗を開いた。 
・空海は，高野山に( ③ )寺を建て，

( ④ )宗を開いた。 
[解答]① 延暦 ② 天台 ③ 金剛峯 

④ 真言 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の表の①～⑥に適語を入れよ。また，

a，bの場所を右の地図のア～エから選べ。 
 

開祖 宗派 寺院 場所 
( ① ) ( ②  )

宗 
高 野 山

( ③ )寺 
a 

( ④ ) ( ⑤  )
宗 

比 叡 山

( ⑥ )寺 
b 

 
[解答]① 空海 ② 真言 ③ 金剛峯 
④ 最澄 ⑤ 天台 ⑥ 延暦 a ウ 
b ア 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 最澄や空海が仏教を学んだ中国の王

朝名を答えよ。 
(2) 最澄や空海によって仏教の新しい宗

派が伝えられたが，その特色にあて

はまるものを次から1つ選べ。 
ア 各地で阿弥陀堂がさかんにつく

られた。 
イ 念仏を唱えて阿弥陀如来にすが

ることをといた。 
ウ 人里はなれた山奥の寺で学問や

厳しい修行を行った。 
エ 国ごとに国分寺と国分尼寺がつ

くられた。 
(3) 空海が開いた金剛峯寺は現在の何県

にあるか。 



[解答](1) 唐 (2) ウ (3) 和歌山県 
[解説] 
(2)アは平安後期の浄土信仰。イは鎌倉時

代の浄土宗・浄土真宗など。エは奈良時

代 
 



[全般] 
[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 貴族や僧の勢力争いをさけ，律令政

治を立て直そうと，794 年に都を移

した天皇は誰か。 
(2) (1)の都を何というか。 
(3) この当時，東北地方に住む人々は何

と呼ばれたか。 
(4) 朝廷は，支配に従おうとしない(3)を

討伐するため，797 年に①誰を，②

何という役職に任命したか。 
(5) ①比叡山に延暦寺を建てたのは誰か。

②また，何という宗派を開いたか。 
(6) ①高野山に金剛峯寺を建てたのは誰

か。②また，何という宗派を開いた

か。 



[解答](1) 桓武天皇 (2) 平安京 
(3) 蝦夷 (4)① 坂上田村麻呂 
② 征夷大将軍 (5)① 最澄 ② 天台宗 
(6)① 空海 ② 真言宗 
 



【各ファイルへのリンク】 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 

http://www.fdtext.com/dp/qanda_k.html
http://www.fdtext.com/dp/seihin.html
mailto:info2@fdtext.com

