
【FdData中間期末：中学歴史：鎌倉】 
[武士と民衆の生活] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[地頭の支配] 
[問題](1学期期末) 
 地頭の勢力が強くなり荘園への支配権

を拡大していったため，荘園領主との間

で争いが激しくなった。荘園領主は幕府

に訴えて地頭の年貢未納をおさえようと

した。しかし，現地に根を下ろした地頭

の行動を阻止することは難しかったため，

荘園の半分を地頭に分ける妥協などが行

われた。下線部を何というか。漢字4字

で答えよ。 
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[解答]下地中分 
[解説] 
 
 
 
 
農民は年貢

ね ん ぐ

を荘園や公領の領主におさめ

ていたが，地頭
じ と う

になった武士が土地や農

民を勝手に支配することが多く，地頭と

領主との間には，争いがたびたび起こっ

た。この争いは幕府によって裁かれ，土

地の半分が地頭にあたえられたり(
下地中分
したじちゅうぶん

)，地頭が一定の額の年貢をうけ

負って，領主におさめるようになったり

した。こうして，土地に対する地頭の権

利は，しだいに領主と同じように強いも

のになっていった。 



農民は荘園領主と地頭の二重支配に苦し

んだが，農業生産の向上等によって力を

つけた農民は，村を中心に団結を強め，

こうした支配にも集団で対抗するように

なった。 
 
※この単元でときどき出題されるのは

「下地中分」である。 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の資料は土地を地頭と領主(領家)に

分けたことを示す絵図である。この資料

の説明として正しいものをア～エより 1
つ選べ。 
 
 
 
 
 
ア 領主の力が強くなった時代で，地頭

は口分田を管理した。 
イ 領主の力が強くなった時代で，地頭

は領主に従った。 
ウ 地頭の力が強くなった時代で，地頭

は領主と同等の力があった。 
エ 地頭の力が強くなった時代で，守護

大名になる者がいた。 



[解答]ウ 
 
 
[問題](2学期中間) 
次の資料からわかることをア～ウから

1つ選べ。 
(資料)『荘園領主への訴状』 
材木の納入のことですが，地頭が何か

につけて人夫としてこき使うので，その

ひまがありません。残されたわずかの者

を，材木を山から運ぶために送ると，「逃

げた農民の畑に麦をまけ」と地頭に追い

返されてしまいました。･･･ 
ア 各地で土地の開墾がすすめられた。 
イ 農民は荘園領主と地頭の二重支配に

苦しんでいた。 
ウ 農業生産が高まり，農民の生活は向

上した。 



[解答]イ 
 
 
[武士の生活] 
[問題](2学期中間) 
武士は，つねに馬や弓矢の武芸によっ

て心身をきたえて，武士らしい心がまえ

を持つように努力していた。これを｢何の

道｣と呼ぶか。 
 
[解答]弓馬の道(武士(もののふ)の道) 
[解説] 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
武士は荘園や公領に堀

ほり

と塀
へい

をめぐらせた

館
やかた

を構えて生活し，土地の開発を進め，

下人
げ に ん

や農民を使って農業を営んでいた。 
武士は常に馬や弓矢の武芸

ぶ げ い

によって心身

をきたえた。「弓馬
きゅうば

の道」，「武士(ものの

ふ)の道」と呼ばれる，名を重んじ，恥
はじ

を

知る態度などの武士らしい心構えが育っ

ていった。武芸の訓練方法としては，例

えば，馬の上から的にした笠を射る笠懸
かさがけ

，

馬の上から連続した 3 つの的を射る

流鏑馬
や ぶ さ め

などがある。 
武士の家は，一族の長である惣領

そうりょう

が中心



となって子や兄弟などをまとめ，団結し

ていた。領地は分割
ぶんかつ

相続
そうぞく

で，女子にもあ

たえられたので，女性の地頭も多くいた。 
※この単元はたまに出題される。 
 
 
[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 

( ① )や公領に館を構えた武士は，

つねに馬や弓矢の武芸によって心身をき

たえていた。「( ② )」や「武士(ものの

ふ)の道」などと呼ばれる，名誉を重んじ，

恥をきらう態度や武士らしい心構えが育

っていった。武士の家は，一族の長であ

る( ③ )が中心となって子や兄弟など

をまとめ，団結していた。領地は( ④ )
相続で，女子にもあたえられたので，女

性の地頭も多くいた。 



[解答]① 荘園 ② 弓馬の道 ③ 惣領 

④ 分割 
 
 
[問題](2学期中間) 
次の絵は，日ごろ御家人が行っていた

武芸の訓練である。それぞれ何と呼ばれ

ていたか。下の[  ]から選べ。 
 
 
 
 
 
 
[ 犬追物 笠懸 流鏑馬 ] 
 
[解答]① 笠懸 ② 流鏑馬 



[問題](2学期期末) 
次の資料にえがかれている絵の中で，

武士の館らしい，敵の攻撃に備えたつく

りの特徴を，簡潔に説明せよ。 
 
 
 
 
 
 
[解答]館のまわりに堀や塀をめぐらせて

いる。 
 
 



[農業の発達] 
[問題](1学期期末) 
鎌倉時代，農業が発達し，1 つの耕地

で米と裏作として麦を作る農業が行われ

た。これを何というか。 
 
[解答]二毛作 
[解説] 
 
 
 
 
鎌倉時代，農業生産が向上した。これに

関して，よく出題されるのは，二毛作
に も う さ く

の

普及
ふきゅう

である。二毛作は表作
おもてさく

として米を作

り，裏作
うらさく

として麦を作るものであったが，

土地がやせるのをふせぐために，草や木



を焼いた灰が肥料として使われた。 
また，1 つの土地を水田として利用した

後，水を落として畑として使い，翌年ふ

たたび水を引き込んで水田にするために

は，灌漑
かんがい

用水
ようすい

の整備や田畑の耕作など手

間がかかるようになった。牛や馬の利用，

鉄製の農具の普及による農作業の効率化

によって，こうしたことが可能になった

と考えられる。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「二毛作」である。 
 
 



[問題](3学期) 
次の文章中の①，②に適語を入れよ。 

 鎌倉時代，農業技術が進歩し，農業生

産は高まった。( ① )や馬を使った耕

作や，裏作に麦を作る( ② )が広まり，

草や木を焼いた灰が肥料として使われた。 
 
[解答]① 牛 ② 二毛作 
 
 
[問題](3学期) 
鎌倉時代には農業技術が進歩したが，

鎌倉時代に普及した農業技術にあてはま

るものを，次のア～エからすべて選び，

記号で答えよ。 
ア 牛馬による耕作  イ 備中ぐわ 
ウ 二毛作  エ 灰を用いた肥料 



[解答]ア，ウ，エ 
[解説] 
イの備中ぐわは江戸時代である。 
 
 
[商工業の発達] 
[問題](2学期中間) 
鎌倉時代，寺社の門前や交通の便利な

ところで，月に3回ほど開かれていた市

場を何というか。 
 
[解答]定期市 
[解説] 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
農業生産の向上は，農業以外にたずさわ

る人々を生み出す余裕
よ ゆ う

を社会に与え，農

村には，農具を作る鍛冶屋
か じ や

や染物
そめもの

をあつ

かう紺屋
こ ん や

などの手工業者が住みついた。 
寺社の門前や交通の便利なところでは，

定期市
て い き い ち

が開かれ，これらの物資が売買さ

れるようになった。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「定期市」である。 
 



[問題](3学期) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
鎌倉時代には農業生産が高まり，米の

裏作に麦をつくる( ① )も行われるよ

うになった。また，寺社の門前や交通の

便利なところで( ② )が開かれ，米や

布などの日用品が売買された。 
 
[解答]① 二毛作 ② 定期市 
 
 



[問題](3学期) 
次の資料のような定期市は，おもにど

のような場所で開かれたか，ア～ウから

1つ選び，記号で答えよ。 
 
 
 
 
 
 
ア 寺社の門前など，交通の便利なとこ

ろ。 
イ 山に囲まれた交通の不便なところ。 
ウ 海岸に築かれた石塁のあるところ。 
 
[解答]ア 
 



[全般] 
[問題](1学期期末) 
 鎌倉時代の武士と民衆の生活について，

次の各問いに答えよ。 
(1) 地頭と領主(領家)との間には，争いが

たびたび起こった。この争いは幕府

によって裁かれ，次の絵図のように

土地の半分が地頭にあたえられたり

した。これを何というか。 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2) 武士は，つねに馬や弓矢の武芸によ

って心身をきたえて，武士らしい心

がまえを持つように努力していた。

これを｢何の道｣と呼ぶか。 
(3) 鎌倉時代，米の裏作として麦を作る

農業が行われるようになった。この

農業を何というか。 
(4) 寺社の門前や交通の便利なところで

開かれた市場を何というか。 
 
[解答](1) 下地中分 (2) 弓馬の道(武士

(もののふ)の道) (3) 二毛作 (4) 定期

市 
 



【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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