
【FdData中間期末：中学歴史平安】 
[武士の成長・院政・平清盛] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[武士の発生] 
[問題](2学期中間) 
 10世紀ごろ，都や地方では武士がおこ

り，武士はやがて家来をまとめて武士団

をつくるほどに成長していった。成長し

た武士団の中でも有力であったのは，天

皇の子孫である源氏と何氏であったか。 
 
[解答]平氏 
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[解説] 
10世紀になると，都

や地方では武士
ぶ し

が成

長し始めた。武士は，

もともとは弓矢や馬

などの戦いの技術に

優れた都の武官や地方の豪族たちで，朝

廷や国府の役人になって，天皇の住まい

や役所の警備
け い び

，犯罪の取りしまりなどを

担当するようになった。やがて地方の武

士たちは，貴族を主人にむかえ，多くの

家来を従えて武士団
ぶ し だ ん

を作るほどに成長し

ていった。成長した武士団の中でも有力

であったのは，天皇の子孫である源氏
げ ん じ

と

平氏
へ い し

であった。 
 
※この単元でときどき出題されるのは

「武士団」「源氏」「平氏」である。 



[問題](後期中間) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 

10世紀になると，地方の豪族と中央の

武官との，婚姻や主従関係を結ぶなどの

交流の中から( ① )がおこり，(①)はや

がて家来をまとめて( ② )をつくるほ

どに成長していった。(②)のなかでも天

皇の子孫とされる( ③ )氏と( ④ )
氏のひきいる勢力が最も有力になった。

(③と④は順不同) 
 
[解答]① 武士 ② 武士団 ③ 源 
④ 平(③と④は順不同) 
 



[問題](前期期末) 
武士と呼ばれるようになった人々につ

いて述べた文として誤っているものを，

以下の選択肢から1つ選んで，記号で答

えよ。 
ア 天皇の住まいや役所の警備を担当し

た。 
イ 犯罪の取りしまりを行った。 
ウ 地方の武士の中には，武士団を作る

ものもいた。 
エ 朝廷に従わない悪党とよばれる武士

もあらわれた。 
 
[解答]エ 
[解説] 
エの悪党は鎌倉時代末期に登場した。 
 



[平将門・藤原純友] 
[問題](後期期末) 
右の地図中のX の地域で 10 世紀半ば

に反乱を起こした人物名を答えよ。 
 
[解答]平将門 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10世紀の半ば，東西で武士の反乱が起こ

った。関東では，935 年に平将門
たいらのまさかど

が国

の役所を襲
おそ

い，自ら新皇
しんのう

(新しい天皇)と
名のり，一時期，関東地方の大半を支配

した。(組み込む(935)大軍平将門の乱) 
また，瀬戸内では藤原

ふじわらの

純友
すみとも

が海賊
かいぞく

を率
ひき

い

て，国の役所や大宰府
だ ざ い ふ

をおそった。朝廷

は，他の武士団の力をかりてこの2つの

反乱をようやくしずめることができた。 
東北では，蝦夷

え み し

の子孫である阿倍
あ べ

氏
し

や

清原
きよはら

氏
し

が力をのばしていたが，11世紀の

後半に，かれらの勢力争いで前
ぜん

九年
く ね ん

合戦
かっせん

・

後
ご

三年
さんねん

合戦
かっせん

が起こった。朝廷から派遣
は け ん

さ

れた源義家
みなもとのよしいえ

が，関東の武士を率いてこ

れをしずめたので，源氏の武士団は東日

本で大きな勢力となっていった。 
後三年合戦以降，陸奥

む つ

・出羽
で わ

地方を支配



したのは奥州
おうしゅう

の藤原氏であった。奥州の

藤原氏は，平泉
ひらいずみ

を根拠地
こ ん き ょ ち

として栄え，

浄土
じょうど

信仰
しんこう

の影響を受けた中尊寺
ちゅうそんじ

金色堂
こんじきどう

を

建てた。12世紀前半には瀬戸内海の海賊

をしずめた平氏が西日本に勢力をのばし

た。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「平将門」である。「藤原純友」もよく出

題される。 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 10世紀中ごろ，関東地方で反乱をお

こした人物は誰か。 
(2) 10世紀中ごろ，瀬戸内海で海賊を率

いて反乱をおこした人物は誰か。 
 
[解答](1) 平将門 (2) 藤原純友 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文中の①～④に適語を入れよ。 
 10世紀の中ごろ，関東では( ① )が，

瀬戸内海では( ② )が反乱をおこした

が，朝廷は他の武士団の力にたよって，

ようやくしずめることができた。11世紀

後半には，東北地方で前九年合戦・後三

年合戦が起こった。この争いをしずめた

源氏の( ③ )が東日本に勢力を広げ，

東北地方では平泉を拠点に成長した

( ④ )氏が力を持った。12世紀前半に

は瀬戸内海の海賊をしずめた平氏が西日

本に勢力をのばした。 
 
[解答]① 平将門 ② 藤原純友 
③ 源義家 ④ 奥州藤原 
 



[問題](3学期) 
次の①～③の，武士による戦いが起こ

った地域を右の地図中A～Dからそれぞ

れ選び，記号で書け。 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 平将門の乱 
② 藤原純友の乱 
③ 後三年合戦 
 
[解答]① B ② C ③ A 



[武士と荘園] 
[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
武士は，館を築いて土地の開発を進め，

領地を中央の貴族や寺社に( ① )して

( ② )とし，その保護を受けて勢力を

広げたが，武士の成長を支えたのはこの

(②)であった。 
 
[解答]① 寄進 ② 荘園 
[解説] 
地方の武士の中には荒れ地を開墾して私

有地を広げる者が出てきた。彼らは土地

にかかる租税を逃れるために，土地を藤

原氏などの有力貴族や大きな寺院に寄進
き し ん

して荘園とし，税の免除を受け，自分は

名目上荘官
しょうかん

になって，有力貴族等に年貢
ね ん ぐ

を納めるようになった。 



※この単元はたまに出題される。 
 
[問題](2学期中間) 

10世紀ごろ，荒れ地を開墾して私有地

を広げた地方の武士は，貴族や大寺社に

表向きの荘園領主になってもらった。こ

れについて，次の各問いに答えよ。 
(1) 地方の武士はなぜこのようにしたか。

その理由にあてはまるものを次から

選べ。 
ア 自分も貴族になるため。 
イ 荘園で働く人を増やすため。 
ウ 国司への税を免除してもらうた

め。 
エ 土地を共同で開墾するため。 

(2) 地方の武士は何という役人になって

荘園を支配したか。 



[解答](1) ウ (2) 荘官 
 
 
[院政] 
[問題](1学期期末) 
後三条天皇のあとを継いだ白河天皇は，

位をゆずって上皇となったのちも，摂政

や関白の力をおさえて政治の実権をにぎ

ったが，この政治を何というか。 
 
[解答]院政 
[解説] 
 
 
 
 
 



摂関
せっかん

政治の最盛期
さ い せ い き

は 11 世紀前半～中ご

ろの藤原
ふじわらの

道長
みちなが

・藤原頼通
よりみち

親子の時代であ

ったが，藤原頼通の娘には皇子が生まれ

なかったので，1068年に藤原氏との関係

がうすい後
ご

三条
さんじょう

天皇が即位し，荘園
しょうえん

の

整理などを行った。 
その後を継いだ白河

しらかわ

天皇は東国に勢力を

もつ源氏と，西国に勢力をのばした平氏

を用いて，新しい政治を行った。白河天

皇は，1086年に位を幼い皇子にゆずって

上皇
じょうこう

になってからも政治の実権をにぎ

り，藤原氏に不満をもつ下級貴族等の支

持を受けて，摂政・関白をおさえて院政
いんせい

を

行った。 
白河上皇や，その次の鳥羽上皇は新しい

荘園を認める強い力を持ったので，多く

の荘園が上皇に寄進
き し ん

された。上皇は寺社



を厚く保護したので，寺社も多くの荘園

を持ち，武装する僧(僧兵
そうへい

)をかかえて勢

力を広げていった。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「院政」である。「白河天皇」「上皇」の

出題頻度も高い。 
 



[問題](3学期) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
 藤原氏との血縁がうすい後三条天皇は，

天皇に政治の実権を取り戻そうとした。

その後を継いだ( ① )天皇は武士を用

いて新しい政治を行った。その後，(①)
天皇は天皇の位を 8 歳の子にゆずって

( ② )となり，院と呼ばれる御所に住

んだ。そして，院に移ったあとも政治の

実権をにぎった。(②)が動かす朝廷の政

治を( ③ )という。(②)は新しい荘園を

認める強い力を持ったので，多くの荘園

が(②)に寄進された。 
 
[解答]① 白河 ② 上皇 ③ 院政 
 
 



[問題](後期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 天皇の位をゆずった上皇が行う政治

を何というか。 
(2) (1)の政治を最初に始めた上皇はだれ

か。 
(3) (2)の人物の父で，藤原氏と血縁がう

すいことから，天皇に政治の実権を

取り戻そうとした天皇の名前を書け。 
(4) (2)の上皇や，その次の鳥羽上皇は新

しい( ① )を認める強い力を持っ

たので，多くの(①)が上皇に寄進され

た。上皇は寺社を厚く保護したので，

寺社も多くの(①)を持ち( ② )(武
装した僧)をかかえて勢力を広げて

いった。文中の①，②に適語を入れ

よ。 



[解答](1) 院政 (2) 白河上皇 (3) 後三

条天皇 (4)① 荘園 ② 僧兵 
 
 
[保元の乱・平治の乱] 
[問題](後期期末) 

1156 年の保元の乱，1159 年の平治の

乱の2つの争いの後，勢力を広げて，武

士としてはじめて太政大臣となり政治の

実権をにぎったのは誰か。 
 
[解答]平清盛 
[解説] 
 
 
 
 



上皇が力を持つと，それに不満を持つ天

皇もあらわれた。崇徳
す と く

上皇と後白河
ごしらかわ

天皇

の対立が起こり，これに藤原氏一族の争

いが結びついて，1156年に，保元
ほうげん

の乱
らん

が

起きた(いいころ(1156)に起こった保元

の乱)。 
上皇も天皇も，平氏と源氏の軍を集めて

戦った。天皇方が院へ夜討ちをかけ，数

時間の戦いで勝った。その結果，後白河

天皇方についた平清盛
たいらのきよもり

と 源義朝
みなもとのよしとも

が

勢力を強めた。 
しかし，この 2 人はその後対立を深め，

1159年，義朝が清盛を討とうとして敗れ，

義朝の子頼
より

朝
とも

は伊豆
い ず

に流された。これを

平治
へ い じ

の乱という。戦いに勝った平清盛は，

1167年，武士としてはじめて太政
だいじょう

大臣
だいじん

と

なり政治の実権をにぎった。(いちいち無

理な(1167)清盛さん) 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「平清盛」である。「保元の乱」「平治の

乱」「太政大臣」の出題頻度も高い。 
 
 



[問題](3学期) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
上皇が力を持つと，それに不満を持つ

天皇もあらわれた。崇徳上皇と後白河天

皇の対立が起こり，これに藤原氏一族の

争いが結びついて，1156年に( ① )の
乱が起きた。上皇も天皇も，平氏と源氏

の軍を集めて戦った。しかし，天皇方が

院へ夜討ちをかけ，数時間の戦いで勝っ

た。その結果，天皇方についた( ② )
と源義朝が勢力を強めた。 
 ついで，1159年に( ③ )の乱が起こ

った。源義朝は(②)を討とうとして敗れ，

その子の頼朝は伊豆に流された。こうし

て，源氏は朝廷での勢力を失った。戦い

に勝った(②)は，1167年，武士としては

じめて( ④ )大臣となり政治の実権を

にぎった。 



[解答]① 保元 ② 平清盛 ③ 平治 

④ 太政 
 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1156 年に起きた朝廷や藤原氏の実

権をめぐる争いを何の乱というか。 
(2) (1)の乱に勝利した天皇は誰か。 
(3) (1)の乱で(2)の天皇に協力した源氏

と平氏の棟梁は誰か。それぞれ答え

よ。 
(4) (3)の源氏と平氏の棟梁同士の対立と，

藤原氏一族の対立から 1159 年に起

こった争いを何の乱というか。 
(5) (4)の乱に勝利した武士の棟梁は誰か。 
(6) (5)の人物が，1167年に武士として初

めて任命された朝廷の役職は何か。 



[解答](1) 保元の乱 (2) 後白河天皇 

(3)源氏：源義朝 平氏：平清盛 (4) 平
治の乱 (5) 平清盛 (6) 太政大臣 
 
 
[平清盛の政治] 
[問題](2学期中間) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
平清盛は，武士としてはじめて

( ① )の役職につき，政治の実権をに

ぎった。また，( ② )との貿易にのり

だし，瀬戸内海の航路を整え，兵庫の港

を修築して大型船が直接入港できるよう

にした。(②)との貿易による利益が平氏

の発展をささえた。 
 

[解答]① 太政大臣 ② 宋 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平清盛
たいらのきよもり

は，兵庫
ひょうご

の港を整備して，中国

の宋
そう

との貿易を行った。清盛は，娘を天

皇のきさきとし，その子を天皇にして朝

廷の中で実権をにぎった。平氏一族で高

い官職を独占し，多くの公領
こうりょう

や荘園
しょうえん

を

支配した。そのやり方は貴族とかわらな

いものであったため，貴族や寺社の反感



をかい，地方の武士の中にも不満をいだ

く者が増えた。こうした中，清盛が後白

河上皇の院政を停止させると，源氏を中

心とする諸国の武士が兵を挙
あ

げた。伊豆

に流されていた 源頼朝
みなもとのよりとも

や，木曽(長野

県)の源義仲
よしなか

が挙兵し，源頼朝の弟である

源義経
よしつね

の活躍もあり，1185年に現在の山

口県で起こった壇ノ浦
だんのうら

の戦いで平氏は滅

んだ。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「平清

盛」「太政大臣」「宋との貿易」である。 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1167 年に武士としてはじめて太政

大臣になったのは誰か。 
(2) (1)は中国との貿易で財をなしたが，

当時の中国の王朝は何か。 
(3) (1)が貿易を行うために，①開いた港

の名前を書け｡②また，その港の位置

を図のA～Fから選んで答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 



[解答](1) 平清盛 (2) 宋 (3)① 兵庫 

② E 
 
 
[問題](前期期末) 
 平清盛について，次のア～オから正し

いものをすべて選べ。 
ア 武士として，初めて太政大臣になっ

た。 
イ 中国の宋と貿易を行った。 
ウ 航路を整え，大阪の港を整備した。 
エ 娘を天皇のきさきにして，権力を強

めた。 
オ 自分の一族は高い地位にはつけなか

った。 
 
[解答]ア，イ，エ 



[解説] 
ア，イは正しい。ウは誤り(大阪の港では

なく兵庫の港)。 
エは正しい(清盛は娘を天皇のきさきと

し，その子を天皇にして朝廷の中で実権

をにぎった) 
オは誤り(平氏一族で高い官職を独占し，

多くの公領や荘園を支配した。)。 
 
 



[問題](後期期末) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
平清盛は娘を( ① )のきさきとし，

一族で高い官職を独占し，多くの公領や

( ② )を支配した。そのやり方は貴族

とかわらないものであったため，貴族や

寺社の反感をかい，地方の武士の中にも

不満をいだく者が増えた。こうした中，

清盛が後白河上皇の院政を停止させると，

源氏を中心とする諸国の武士が兵を挙げ

た。伊豆に流されていた( ③ )や，木

曽(長野県)の源義仲が挙兵し，源平の争

乱が始まった。源頼朝の弟である源義経

の活躍もあり，1185年に現在の山口県で

起こった( ④ )の戦いで平氏は滅んだ。 
 
[解答]① 天皇 ② 荘園 ③ 源頼朝 

④ 壇ノ浦 



[全般] 
[問題](後期期末など) 
次の年表を見て，後の各問いに答えよ。 

 

年代  おもなできごと 
 935年 
 939年 
1083年 
1086年 
 
1156年 
 
1159年 
 
1167年 
 
1185年 

(  )が反乱をおこす。･･･A 
(  )が反乱をおこす。･･･B 
後三年合戦がおこる。･･･C 
(  )天皇が上皇となった後

も政治の実権をにぎる。･･･D 
上皇と天皇の対立などで，内

乱がおこる。･･･E 
平氏と源氏の争いから内乱が

おこる。･･･F 
(  )が政治の実権をにぎ

る。･･･G 
(  )の戦いで平氏が滅び

る。･･･H 



(1) 年表中の A について，①(  )に適

する人物名を答えよ。②この乱がお

こった場所を地図中のア～エから 1
つ選べ。 

 
 
 
 
 
 
(2) 年表中の B について，①(  )に適

する人物名を答えよ。②この乱がお

こった場所を地図中のア～エから 1
つ選べ。 

(3) 年表中のCについて，この合戦がお

こった場所を地図中のア～エから 1
つずつ選べ。 



(4) 年表中の D について，①(  )に適

語を入れよ。②このような政治を何

というか。 
(5) 年表中のEの乱を何というか。 
(6) 年表中のFの乱を何というか。 
(7) 年表中の G について，①(  )にあ

てはまる人物名を答えよ。②①の人

物が 1167 年に就任した朝廷の役職

は何か。③①の人物が貿易を行った

中国の王朝名を書け。④①の人物が

貿易をするために整備した港を次の

地図中のア～コから1つ選べ。 
 
 
 
 
 



(8) 年表中の H について，①(  )に適

する地名を答えよ。②また，その場

所を地図中のア～コから1つ選べ。 
 
[解答](1)① 平将門 ② イ (2)① 藤原

純友 ② ウ (3) ア (4)① 白河 
② 院政 (5) 保元の乱 (6) 平治の乱 

(7)① 平清盛 ② 太政大臣 ③ 宋 
④ エ (8)① 壇ノ浦 ② ケ 
 



【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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