
【FdData中間期末：中学歴史平安】 
[摂関政治] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[藤原氏の勢力拡張方法] 
[問題](後期期末) 
藤原氏は，自分の娘を( X )のきさき

にし，その子を次の(X)に立てることで勢

力をのばした。文中のXに適語を入れよ。 
 
[解答]天皇 
[解説] 
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藤原氏は他の貴族をしりぞけて次第に権

力をにぎっていったが，その秘訣
ひ け つ

は，自

分の娘を天皇のきさきとすることであっ

た。娘を天皇のきさきにし，その子を次

の天皇に立てることで勢力をのばした。

藤原氏の全盛時代を築いた藤原道長
みちなが

は 4
人の娘をつぎつぎに皇后

こうごう

や皇太子
こ う た い し

妃
ひ

とし

て，30年にわたって朝廷内で大きな権勢
けんせい

をふるった。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「自分の娘を天皇のきさきにし，その子

を次の天皇に立てることで勢力をのばし

た」である。 
 
 
 



[問題](1学期期末) 
藤原氏はどのようにして勢力をのばし

たか。次の文の(  )に適切な文をあて

はめて，説明文を完成させよ。 
「自分の(    )，その子を次の天

皇に立てることで勢力をのばした。」 
 
[解答]娘を天皇のきさきにし 
 
 
[問題](2学期中間) 
藤原氏はどのようにして勢力をのばし

たか。「娘」「天皇」「きさき」という語句

を使って説明せよ。 
 
[解答]自分の娘を天皇のきさきにし，そ

の子を次の天皇に立てることで勢力をの

ばした。 



[問題](2学期中間) 
次の系図を見て，後の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
(1) 上の系図は，天皇家と何氏との関係

を示したものか。 
(2) 一条天皇と三条天皇のきさきは，だ

れの娘か。系図中から選べ。 
(3) (2)の人物にとって，後一条天皇はど

のような関係にあたるか。 
(4) 系図から，(2)の人物がどのようにし

て勢力をのばしたことがわかるか。

簡潔に書け。 
 



[解答](1) 藤原氏 (2) 藤原道長 (3) 孫 

(4) 自分の娘を天皇のきさきにし，その

子を次の天皇に立てることで勢力をのば

した。 
 
 
[摂関政治] 
[問題](2学期中間) 
藤原氏は天皇が幼い時には摂政 ，成長

してからは関白という職について，政治

の実権をにぎったが，このような政治を

何というか。 
 
[解答]摂関政治 



[解説] 
 
 
 
 
他の貴族

き ぞ く

をしりぞけて勢力をのばした

藤原氏
ふ じ わ ら し

は，9 世紀後半には，天皇が幼い

ときは摂政
せっしょう

，成人してからは関白
かんぱく

の職に

つき，政治の実権をにぎるようになった。

これを摂関
せっかん

政治
せ い じ

という。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「摂関政治」「摂政」「関白」である。 
 
 



[問題](前期期末) 
藤原氏が行った政治について説明した

次の文の①，②に入る言葉を[  ]から

選べ。 
藤原氏は自分の娘を天皇のきさきにし，

生まれた子を次の天皇にすることで勢力

をのばした。天皇が幼い間は( ① )，
成人後は( ② )の地位について政治を

行った。このような政治を摂関政治とい

う。 
[ 国司 関白 摂政 ] 
 
[解答]① 摂政 ② 関白 
 



[問題](2学期中間) 
次の文を読んで，後の各問いに答えよ。 
藤原氏は他の貴族をしりぞけて勢力を

のばし，9 世紀後半には，天皇が幼少の

ときは( ① )，成長してからは( ② )
という職について政治の実権をにぎった。 
(1) 文中の①，②にあてはまる語句を答

えよ。 
(2) 下線部について，この政治を何とい

うか。 
 
[解答](1)① 摂政 ② 関白 (2) 摂関政

治 
 



[摂関政治の最盛期] 
[問題](後期中間) 
「この世をばわが世とぞ思う望月の欠

けたることも無しと思えば」は藤原氏が

最も栄えたころによまれた和歌である。

この和歌をよんだ人物の名前を次の

[  ]の中から選べ。 
[ 藤原鎌足 藤原頼通 藤原道長 ] 
 
[解答]藤原道長 
[解説] 
 
 
 
藤原氏は 11 世紀ころ，藤原

ふじわらの

道長
みちなが

とその

子藤原
ふじわらの

頼通
よりみち

の時代に全盛期
ぜ ん せ い き

を迎えた。藤

原道長は 4 人の娘をつぎつぎに皇后
こうごう

や



E皇太子E

こ う た い し

AAE妃E

ひ

Aとし，30年にわたってAE権勢E

けんせい

Aをふ

るった。(AE威令E

い れ い

AAE広E

ひろ

A(1016)まる道長さん) 
道長は，娘の一人を天皇のきさきとする

ことに成功したとき，自分の A E権勢E

けんせい

Aが A

E絶頂期E

ぜっちょうき

Aにあるうれしさを「この世をばわ

が世とぞ思うAE望月E

もちづき

Aの欠けたることも無し

と思えば (この世は私のためにあるよう

なものだ。満月の欠けたところがないよ

うに私の思うようにならない事は一つも

無い) 」という歌で表している。藤原道

長の子であるAE頼通E

よりみち

Aは，3天皇50年間にわ

たって摂政・関白をつとめ，我が世のAE栄華E

え い が

Aを楽しんだ。 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「藤原道長」である。「藤原頼通」の出題

頻度も高い。「この世をばわが世とぞ思う

望月の欠けたることも無しと思えば」を

使った問題もよく出題される。 



[問題](2学期中間) 
 次の文中の①～⑤に適語を入れよ。 

9 世紀になると都では藤原氏が勢力を

強めてきた。天皇が幼いときは( ① )
として，成人してからは( ② )として

天皇にかわって政治を行うようになった。

これを( ③ )という。11 世紀，藤原氏

の(③)は，「この世をばわが世とぞ思う望

月の欠けたることも無しと思えば」とい

う歌をよんだ( ④ )と，その子( ⑤ )
の時代に全盛期を迎えた。 
 
[解答]① 摂政 ② 関白 ③ 摂関政治 

④ 藤原道長 ⑤ 藤原頼通 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 藤原氏の全盛期として適切なものを

次の[  ]から1つ選べ。 
[ 9世紀 10世紀 11世紀 
12世紀 ] 

(2) 藤原氏の摂関政治の全盛期は

( ① )とその子( ② )の時代で

あった。文中の①，②に適する人物

名を答えよ。 
(3) (2)の①がよんだ次の歌のA，B に適

語を入れよ。 
「この世をば( A )とぞ思う ( B )の欠 
けたることもなしと思へば」 

 
[解答](1) 11世紀 (2)① 藤原道長 
② 藤原頼通 (3)A わが世 B 望月 



[問題](1学期期末) 
 次の資料を見て，次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 藤原氏の摂政，関白のはじめは，そ

れぞれ誰かを書け。 



(2) 藤原氏が全盛期にあったときの人物

を右の資料の中から2人選んで書け。 
(3) (2)のうち，平等院鳳凰堂を建てたの

は誰か。 
(4) 藤原氏の全盛期は，何世紀か。 
(5) 藤原氏の行った政治についての次の

文中の①～③にあてはまる語句を書

け。 
自分の娘をつぎつぎに( ① )の

きさきとして，その子どもを次の(①)
に立てた。(①)が幼いときは( ② )
として，(①)が成人すると( ③ )と
して政治の実権をにぎった。 

 
[解答](1)摂政：藤原良房 関白：藤原基

経 (2) 藤原道長，藤原頼通 (3) 藤原頼

通 (4) 11 世紀 (5)① 天皇 ② 摂政 

③ 関白 



[解説] 
(1)(2) 平安時代のはじめ(9世紀前半)，AE桓E

かん

AAE武E

む

A天皇などの時代は天皇が強い権力をに

ぎっていた。しかし，9 世紀の中ごろ～

後半に，資料にある藤原AE良房E

よしふさ

Aは臣下で初

めてA E摂政E

せっしょう

Aとなり，藤原AE基経E

もとつね

AはAE関白E

かんぱく

Aになっ

た。その後，つねに摂政・関白が置かれ

るようになり，藤原氏のAE摂関E

せっかん

AAE政治E

せ い じ

Aが行わ

れた。摂関政治の絶頂期は，藤原A E道長E

みちなが

A(1016 年に摂政になる)とその子A E頼通E

よりみち

AがA

E権勢E

けんせい

AをAE誇E

ほこ

Aった11世紀であった。 
 
 



[地方政治の乱れ] 
[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 藤原氏の摂関政治は，藤原道長とその

子藤原( ① )のころが最もさかんであ

った。しかし，地方の政治はほとんど

( ② )にまかされたので，自分の収入

を増やすことだけにはげんだり任地に代

理を送って収入だけを得たりする(②)が
多くなり，地方の政治は乱れた。 
 
[解答]① 頼通 ② 国司 
[解説] 
10世紀になると，地方の政治は国司にま

かせきりになり，不正を行う国司も出て，

地方の政治は乱れた。国司の不正に対し

て取りしまりをおこなうべき中央政府



(藤原氏の摂関政治)は，ほとんど何もせ

ず，それどころか，国司の官職を売買す

ることが行われていたのである。摂関政

治のころには，朝廷の政治は先例やAE儀式E

ぎ し き

A

を重んじる形式的なものとなり，国政に

関して積極的な政策をとることはほとん

ど見られなくなっていた。 
 
※この単元はたまに出題される。 
 
 



[問題](2学期中間) 
平安時代の地方の様子について，次の

ように書き出した。この文の続きとして，

(  )にはいる最も適切な文を，下のア

～エから1つ選べ。 
平安時代，政治の実権は，藤原氏がに

ぎっていた。(   ) 
ア そのため，地方にも藤原氏の監視が

行き届き，地方政治は安定した。 
イ しかし，地方の政治は国司にまかせ

きりになり，不正を行う国司も出て，

地方の政治は乱れた。 
ウ しかし，地方では農民中心の政治が

完成しており，藤原氏の影響はなか

った。 
エ しかし，地方では藤原氏の影響は弱

く，地方に住む人々は豊かな生活が

できた。 



[解答]イ 
 
 
[問題](1学期期末) 
藤原氏の権力を支えたのは，ぼう大な

私有地だが，この私有地を何というか。 
 
[解答]荘園 
[解説] 
A E荘園E

しょうえん

Aが発生したのは，奈良時代にA E墾E

こん

AA E田E

でん

AA

E永年E

えいねん

AAE私財法E

し ざ い ほ う

A(743年)が出された後である。

貴族や寺院は，AE浮浪E

ふ ろ う

A農民などを使って荒

れ地をAE開墾E

かいこん

Aし，荘園という私有地を広げ

ていった。このような初期の荘園は，私

有地であるが，AE租税E

そ ぜ い

Aを納める義務は負っ

ていた。 
しかし，やがて，藤原氏などの貴族や有



力寺院はその権力を悪用して，自分の荘

園を「これは田ではなく，自分のAE邸宅E

ていたく

Aの

庭(荘園)である」というA E理屈E

り く つ

Aをつけて，

租税がかからないようにしていった。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「荘園」

である。 
 
[問題](後期中間) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
地方の政治を任された( ① )には，

自分の収入を増やすことだけに熱心な者

が多く，地方の政治は乱れた。藤原氏は

(①)から多くのおくり物を受け取るとと

もに，私有地の( ② )を広げていった。 
 
[解答]① 国司 ② 荘園 



[全般] 
[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 藤原氏は，天皇が幼いときは( ① )

として，天皇が成人すると( ② )
として，天皇にかわって政治の実権

をにぎった。①，②に適語を入れよ。 
(2) (1)のような政治を何というか。 
(3) 藤原氏の全盛期は，何という父子の

ときか。父は，「この世をばわが世と

ぞ思う 望月の 欠けたることも 

無しと思えば」という歌をうたった

人物である。 
(4) 藤原氏はどのようにして勢力をのば

したか。「娘」「天皇」「きさき」とい

う語句を使って説明せよ。 
 



[解答](1)① 摂政 ② 関白 (2) 摂関政

治 (3)父：藤原道長 子：藤原頼通 
(4) 自分の娘を天皇のきさきにし，その

子を次の天皇に立てることで勢力をのば

した。 
 



【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 
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