
【FdData中間期末：中学歴史平安】 
[国風文化・浄土信仰] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[国風文化] 
[問題](前期期末) 
平安時代，漢字を変形して仮名文字が

作られ，細やかな感情をそのまま書き表

すことができるようになり，多くのすぐ

れた文学作品が生まれた。このように，

唐の文化をふまえながら生み出していっ

た，日本の風土や生活，日本人の感情に

合った文化を何というか。 
 
[解答]国風文化 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_re1_4_heian.pdf
http://www.fdtext.com/dat/pdf_re1_4_heian.pdf


[解説] 
 
 
 
 
 
平安時代半ばの貴族たちは，唐風の文化

をふまえながらも，日本の風土や生活，

日本人の感情に合った文化を生み出して

いった。これを国風
こくふう

文化という。 
国風文化のなかで一番重要なのは，わが

国独自の仮名
か な

文字が発明されたことであ

る。それまで，文章は漢字を用いて漢文

で書くか，万葉
まんよう

仮名
が な

のように漢字の音を

借用して書き表すよりほかなかった。例

えば，「から衣 すそに取りつき 泣く子

らを 置きてぞ来ぬや 母なしにして」



という万葉集に収められている防人
さきもり

の歌

は，もともと万葉仮名で「可
か

良
ら

己
こ

呂
ろ

武
む

 須
す

宗
そ

･･･」と書き表されるが，これは書くの

も読むのも大変であった。そこで，漢字

の一部をとって片仮名
か た か な

が作られ，万葉仮

名に使われた漢字のくずし字から平仮名
ひ ら が な

が作られた。平仮名はおもに女性の間で

使われた。仮名文字は，それまでの漢文

と違って，細やかな感情をそのまま書き

表すことを容易にし，文学の発達をもた

らした。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「国風文化」「仮名文字」である。 
 



[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 平安時代半ばの貴族たちは，唐風の文

化をふまえながらも，日本の風土や生活，

日本人の感情に合った文化を生み出して

いった。これを( ① )文化という。漢

字を変形した( ② )文字が生まれ(漢字

の一部をとった片(②)，漢字のくずし字

から平(②))，それまでの漢文と違って，

細やかな感情をそのまま書き表すことが

できるようになり，古今和歌集，源氏物

語，枕草子などのすぐれた文学作品が生

まれた。 
 
[解答]① 国風 ② 仮名 
 



[問題](前期期末) 
平安時代の半ば，日本の風土に合った

文化が発達した｡次の各問いに答えよ。 
(1) この文化を何というか｡ 
(2) 右の資料につ

いて，次の①，

②，④に適語

を入れよ。③

は(  )内よ

り適語を選べ。 
漢字の一部をとって( ① )仮名

が作られ，万葉仮名に使われた漢字

のくずし字から( ② )仮名が作ら

れた。(②)仮名はおもに③(男性／女

性)の間で使われた。漢字をもとにつ

くられたこのような文字を( ④ )
という。 



[解答](1) 国風文化 (2)① 片 
② 平 ③ 女性 ④ 仮名文字 
 
[問題](2学期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 国風文化の特徴を正しく説明した文

を次のア～ウから1つ選べ。 
ア 中国や西アジア，インドなどの

文化の影響を受けた文化。 
イ 仏教と唐の文化の影響を強く受

けた文化。 
ウ 日本の風土や生活感情にあった

文化。 
(2) 平安時代半ばにすぐれた文学作品が

つくられるようになった理由を，「仮

名文字」「細やかな感情」という語句

を使って説明せよ。 



[解答](1) ウ (2) 仮名文字が作られた

ことによって細やかな感情を書き表すこ

とができるようになったから。 
 
 
[源氏物語・枕草子・古今和歌集] 
[問題](前期期末) 
 次の文中の①，②に適する語句を下の

[  ]からそれぞれ選べ。 
紫式部は( ① )という小説を書き，

清少納言は( ② )という随筆を書いた。 
[ 古今和歌集 源氏物語 平家物語 
 枕草子 ] 
 
[解答]① 源氏物語 ② 枕草子 
 



[解説] 
 
 
 
 
仮名文字は，それまでの漢文と違って，

細やかな感情をそのまま書き表すことを

容易にし，文学の発達をもたらした。小

説では紫式部
むらさきしきぶ

の源氏
げ ん じ

物語
ものがたり

，随筆
ずいひつ

では

清少納言
せいしょうなごん

の枕草子
まくらのそうし

が名高い。和歌の分野

では，紀貫之
きのつらゆき

が編集した古今和歌集
こ き ん わ か し ゅ う

，が

ある。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「源氏物語・紫式部」である。「枕草子・

清少納言」「古今和歌集」の出題頻度も高

い。 



[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
 平安時代，漢字を変形した( ① )文
字が生まれ，それまでの漢文と違って，

細やかな感情をそのまま書き表すことが

できるようになり，文学が発達した。紀

貫之らが編集した( ② )和歌集，紫式

部の( ③ )，清少納言の( ④ )などの

すぐれた文学作品が生まれた。 
 
[解答]① 仮名 ② 古今 ③ 源氏物語 
④ 枕草子 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 源氏物語の作者は誰か｡ 
(2) 枕草子の作者は誰か｡ 
(3) 古今和歌集を編集した人物を 1 人あ

げよ。 
 
[解答](1) 紫式部 (2) 清少納言 
(3) 紀貫之 
 
 
[寝殿造など] 
[問題](3学期) 
平安時代の貴族が住んでいた住居の建

築様式を何というか。 
 
[解答]寝殿造 



[解説] 
貴族は，美しい自然を庭

園に取り入れた寝殿造
しんでんづくり

の

邸宅
ていたく

に住んだ。絵画にも

日本の風景や人物がえがかれるようにな

り，大和絵
や ま と え

と呼ばれた。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「寝殿

造」である。 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 次の図は，代表的な貴族の住居であ

る。何造と呼ばれるものか。 
 
 
 
 
 
(2) 平安時代にさかんにえがかれた絵を

何というか。 
 
[解答](1) 寝殿造 (2) 大和絵 
 



[浄土信仰] 
[問題](前期期末) 

10世紀半ば，念仏を唱えて阿弥陀如来

にすがり極楽浄土へ生まれ変わることを

願う浄土信仰がおこり，阿弥陀堂が各地

に造られた。次の図は，藤原頼通が宇治

に造った代表的な阿弥陀堂である。 
何という建物か。 
 
 
 
 
 
 
[解答]平等院鳳凰堂 



[解説] 
 
 
 
 
 
平安時代中ごろ，盗賊

とうぞく

の横行
おうこう

など社会が

乱れた。このころ，シャカの死後 2000
年から末法

まっぽう

の世になるという末法思想が

広まり，阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

にすがって念仏
ねんぶつ

を唱
とな

えれば極楽
ごくらく

浄土
じょうど

に生まれ変わることがで

きるという浄土
じょうど

信仰
しんこう

が，不安をつのらせ

た貴族や庶民
しょみん

の心をとらえた。 
藤原
ふじわらの

頼通
よりみち

は，この世に極楽浄土のようす

を表そうと

して，宇治
う じ

(現在の京都



府宇治市)に寝殿造
しんでんづくり

の平等院
びょうどういん

鳳凰堂
ほうおうどう

(右
図)を建てた。また，奥州藤原氏は平泉

ひらいずみ

に

中尊寺
ちゅうそんじ

金色堂
こんじきどう

を建てた。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「平等院鳳凰堂」である。「浄土信仰」の

出題頻度も高い。 
 
 



[問題](後期中間) 
次の建物は，藤原の頼通が宇治に造っ

た阿弥陀堂で，寝殿造になっている。こ

れについて，各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) この阿弥陀堂を何というか。 
(2) この何弥陀堂が造られた背景にはど

のような信仰があったか。 
 
[解答](1) 平等院鳳凰堂 (2) 浄土信仰 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 図の建物を何というか｡ 
(2) (1)を造ったのは藤原氏の誰か。 
(3) (1)は現在の何市にあるか。 
(4) (1)の建物の建築様式は何造になって

いるか。 
(5) (1)ともっとも関係が深い信仰は何か。 
(6) 奥州藤原氏が建てた東北地方の平泉

にある寺院を何というか。 
 
 



[解答](1) 平等院鳳凰堂 (2) 藤原頼通 
(3) 宇治市 (4) 寝殿造 (5) 浄土信仰 
(6) 中尊寺 
 
[問題](3学期) 
右の仏像は平安

時代に作られたも

のである。この仏

像に関する以下の

説明文の①～③に

あてはまる語句を書け。 
この仏像は( ① )如来像という。こ

の仏像が作られたころは末法思想という

考えが広まっていて，( ② )を唱える

ことによって極楽浄土へ生まれ変われる

という( ③ )信仰が広まった。 
 
[解答]① 阿弥陀 ② 念仏 ③ 浄土 



[問題](3学期) 
 浄土信仰とはどのような信仰か。「阿弥

陀如来」「念仏」「極楽浄土」という語句

を使って簡潔に説明せよ。 
 
[解答]阿弥陀如来にすがり念仏を唱えれ

ば極楽浄土に生まれ変わることができる

とする信仰。 
 



【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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