
【FdData中間期末：中学歴史：鎌倉】 
[モンゴルの襲来と鎌倉幕府の滅亡] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[モンゴル帝国・元] 
[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 13世紀の初め，モンゴルの部族を統

一して国を建設したのはだれか。 
(2) (1)の子孫は，(1)のつくった国をモン

ゴル帝国に成長させた。モンゴル帝

国のうち，中国・モンゴルなどの地

域を本国として，1271年に首都を大

都におき，国号を元と定めたのはだ

れか。 
[解答](1) チンギス・ハン 
(2) フビライ・ハン 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_re2_1_kamakura.pdf
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
13世紀の初め，チンギス・ハンは，モン

ゴルの部族を統一して国を建設した。そ

の子や孫は，その国を広大なユーラシア

大陸の東西にまたがるモンゴル帝国
ていこく

に成

長させた。 
5 代目のフビライ・ハンは，モンゴル帝

国のうち，中国・モンゴルなどの地域を

本国として，1271 年に首都を大都
だ い と

(現在

の北京
ぺ き ん

)におき，国号を元
げん

と定めた。 



さらに，1279年には宋
そう

(南宋
なんそう

)をほろぼし

中国全土を支配下に

置いた。イタリアの

商人マルコ・ポーロ

はフビライに 17 年

間仕え，帰国後，そ

の体験をもとに「

東方
とうほう

見聞録
けんぶんろく

」を著した。その中で日本の

ことを「黄金の国ジパング」として紹介

した。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「フビライ・ハン」である。「チンギス・

ハン」「モンゴル帝国」「元」もよく出題

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。 
 13世紀の初め，( ① )はモンゴル民

族を統一して国を建設した。(①)の子や

孫は，その国を広大なユーラシア大陸の

東西にまたがる( ② )帝国に成長させ

た。5代目の( ③ )は，(②)帝国のうち，

中国・モンゴルなどの地域を本国として，

国号を( ④ )と定めた。 
 
[解答]① チンギス・ハン ② モンゴル 
③ フビライ・ハン ④ 元 
 
 



[問題](3学期) 
次の地図を見て，後の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 

(1) 地図中Aの国名と都を答えよ。 
(2) A の国を建国した皇帝の名前を答え

よ。 
(3) (2)の人物は，1279年に中国のある王

朝をほろぼして中国全土を支配下に

置いた。中国の何という王朝をほろ

ぼしたのか。 



(4) 地図中Bは，(2)の人物につかえ，そ

の著書の中で日本をヨーロッパに紹

介したイタリア商人の通った行路で

ある。 
① この商人の名を答えよ。 
② 日本を紹介した著書の名前を答

えよ。 
③ ②の中で日本を「○○の国ジパ

ング」と紹介している。○○に

あてはまる語句を答えよ。 
 
[解答](1) 元，大都 (2) フビライ・ハン 
(3) 宋(南宋) (4)① マルコ・ポーロ 
② 東方見聞録 ③ 黄金 



[フビライ・ハンと北条時宗] 
[問題](1学期期末) 
 元のフビライ・ハンは日本に服属を求

める使者を送ってきたが，これを執権の

北条時宗が退けたため，1274 年(文永の

役)と 1281 年(弘安の役)の 2 度にわたっ

て日本に攻め込んだ。この2度にわたる

元の襲来をあわせて何というか。 
 
[解答]元寇 



[解説] 
 
 
 
 
元のフビライ・ハンは高麗

こうらい

を征服
せいふく

した後，

日本も従うようにと使者を送ってきた。 
幕府の執権

しっけん

北条
ほうじょう

時宗
ときむね

は使者を斬
き

って，こ

れを拒絶
きょぜつ

した。その結果，1274年(文永
ぶんえい

の

役
えき

)と 1281 年(弘安
こうあん

の役)の 2 度にわたっ

て日本に攻め込んだ。この2度にわたる

元の襲来をあわせて元寇
げんこう

という。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「元寇」「フビライ・ハン」「北条時宗」

である。「文永の役」「弘安の役」もしば

しば出題される。 



[問題](後期期末) 
次の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
(1) 上の絵にえがかれている戦いを何と

いうか。漢字2字で書け。 
(2) (1)のときの，幕府の執権は誰か。 
(3) (1)のときの，元の皇帝は誰か。 
 
[解答](1) 元寇 (2) 北条時宗 
(3) フビライ・ハン  
 



[問題](後期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 元は 2 度にわたって日本に襲来した

が，これをあわせて何というか。 
(2) (1)のときの元の皇帝は誰か。 
(3) (1)のときの鎌倉幕府の執権は誰か。 
(4) (1)のうち 1274 年に元が襲来したと

きの戦いを何の役というか。 
(5) (1)のうち 1281 年に元が襲来したと

きの戦いを何の役というか。 
 
[解答](1) 元寇 (2) フビライ・ハン 
(3) 北条時宗 (4) 文永の役 
(5) 弘安の役 
 



[元寇：戦いの様相] 
[問題](後期中間) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 1274 年の文永の役では，元軍 3 万が

九州の博多湾に上陸し，( ① )戦法と

( ② )を使った武器によって幕府軍を

なやましたすえ，内紛や暴風雨のために

引き上げた。 
[解答]① 集団 ② 火薬 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
フビライ・ハンは

朝鮮半島の高麗
こうらい

を

征服した後，日本

も従うようにと使者を送ってきた。幕府

の執権北条時宗は使者を斬って，これを

拒絶した。1274 年，元軍 3 万が九州の

博多
は か た

湾に上陸し，集団
しゅうだん

戦法
せんぽう

と火薬を使っ

た武器によって幕府軍をなやましたす

え，内紛
ないふん

や暴風雨
ぼ う ふ う う

のために引き上げた(
文永
ぶんえい

の役
えき

)。 



さらに，1281年，約14万の大軍で，襲来
しゅうらい

した。幕府軍は，博多湾沿いに築いた石塁
せきるい

を利用して戦った。元の大軍は上陸でき

ないまま，暴風雨
ぼ う ふ う う

に襲われて大損害を受

けて退却した(弘安
こうあん

の役)。(一風灰に

(1281)に弘安
こうあん

の役) 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「集団戦法」「火薬を使った武器」である。

「石塁」「高麗」もよく出題される。 
 



[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
フビライ・ハンは朝鮮半島の( ① )

を征服した後，日本も従うようにと使者

を送ってきた。幕府の執権北条時宗は使

者を斬って，これを拒絶した。1274年，

元は (① )の軍勢も合わせて九州の

( ② )湾に上陸し，( ③ )戦法と火薬

を使った武器によって幕府軍をなやまし

たすえ，引き上げた。さらに，1281年，

約 14 万の大軍で襲来した。幕府軍は，

(②)湾沿いに築いた( ④ )を利用して

戦った。元の大軍は上陸できないまま，

暴風雨に襲われて大損害を受けて退却し

た。 
 
[解答]① 高麗 ② 博多 ③ 集団 
④石塁 



[問題](後期期末) 
文永の役で，元軍の戦い方の特徴を「戦

法」「武器」という語句を使って簡単に説

明せよ。 
 
[解答]集団戦法と火薬を使った武器を使

用した。 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 元が日本に攻めてきたのは，朝鮮半

島のある国を屈服させた後であった。

何という国か。 



(2) 図 1 は 1274 年に元が襲来したとき

の様子である。この戦いを何の役と

いうか。 
(3) (2)の戦いのとき，元が攻めてきたの

はどこか。①地名を答えよ。②その

場所は図 2 のア～カのうちのどこか。

記号で答えよ。 
(4) 図 1 のA，B のうち，日本軍はどち

らか。 
(5) 元軍が日本軍を苦しめた理由につい

て，図1を参考に，簡潔に説明せよ。 
(6) 右の資料は，

元軍との 1
回目の戦い

の後，元の再

度の襲来に

備えて，日本軍が(3)の湾岸に築きあ

げたものである。これを何というか。 



(7) 元は，中国の何という王朝をほろぼ

したあと，ふたたび日本に襲来した

か。 
(8) (7)の戦いを何の役というか。 
(9) (2)の役と(8)の役では，どちらが日本

に襲来した兵の数が多いか。「○○の

役」という形で答えよ。 
 
[解答](1) 高麗 (2) 文永の役 
(3)① 博多(博多湾) ② カ (4) B 
(5) 集団戦法と火薬を使った武器を使用

したから。 (6) 石塁 (7) 宋(南宋) 
(8) 弘安の役 (9) 弘安の役 
 
 



[御家人の不満] 
[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
元寇は，国内の戦いと違って，戦いに

勝っても敵の( ① )を得たわけではな

いので，幕府は合戦に参加した武士に恩

賞として(①)を与えることができなかっ

た。鎌倉時代の将軍と御家人の関係は，

御家人が一族を率いて戦いに参加するな

どの( ② )と，戦いに勝ったときは(①)
を与えるという( ③ )によって支えら

れていた。 
戦いに参加したのに(①)がもらえないと

いうのは，この関係を破るものであり，

御家人は幕府に対して不満をいだくよう

になった。 
 



[解答]① 土地 ② 奉公 ③ 御恩 
[解説] 
 
 
 
国内の戦いに勝ったのであれば，倒した

敵の土地を，てがらに応じて恩賞
おんしょう

として

分け与えることになる。しかし，元寇
げんこう

の

場合は，戦いに勝っても土地が増えたわ

けではなかったので，幕府は御家人
ご け に ん

に恩

賞として土地を与えることができなかっ

た。 
当時は出陣のために要する費用はすべて

自分持ちであったから，恩賞はそれを補

うという意味もあったのである。恩賞を

出さない(出せない)というのは，御恩
ご お ん

と

奉公
ほうこう

という関係から見れば，重大な契約



違反といってもよいことなのである。御

家人が幕府に対して不満をいだくように

なったのは当然のことである。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「幕府

が恩賞として土地を与えることができな

かったから」である。 
 
[問題](3学期) 
元との合戦に参加した武士が幕府に不

満を持つようになった理由を，「恩賞」「土

地」という語句を使って簡潔に説明せよ。 
 
[解答]幕府が恩賞として土地を与えるこ

とができなかったため。 
 
 



[問題](3学期) 
 元寇のとき命がけで戦った御家人に，

幕府は恩賞として土地を与えることがで

きなかったが，それはなぜか。簡潔に説

明せよ。 
 
[解答]国内の戦いと違って，戦いに勝っ

ても土地が増えたわけではなかったから。 
 
 
[徳政令] 
[問題](3学期) 
 領地の分割相続などによって生活が苦

しくなっていた御家人を救うために，

1297年に鎌倉幕府が出した法律は何か。 
 
[解答]徳政令(永仁の徳政令) 



[解説] 
 
 
 
 
 
鎌倉時代の中ごろから，鎌倉幕府を支え

る御家人
ご け に ん

の生活は苦しくなっていった。

その原因は，分割
ぶんかつ

相続
そうぞく

である。 
当時は兄弟で親の財産(土地)を分けて相

続する分割
ぶんかつ

相続
そうぞく

が行われていた。承久
じょうきゅう

の乱
らん

など国内の戦いで恩賞
おんしょう

として領地
りょうち

を増やすことができる間はよかったが，

戦いがなくなって領地の増加がなくなる

と，何代か分割相続をくりかえしていく

うちに領地が細分化されてしまい，収入

が減少し生活が苦しくなっていった。 
御家人のなかには，高利貸しからの借金



が返せず土地を失う者が出てきた。幕府

を支える御家人の窮乏
きゅうぼう

を救うため，幕府

は 1297 年に徳
とく

政令
せいれい

(永
えい

仁
にん

の徳政令)を出

して，御家人の領地の質入れや売却を禁

止し，それまでに売ったり質流れになっ

たりした土地をもとの持ち主である御家

人にただで返させることとした。 
しかし，これによっても御家人の窮乏を

救うことはできず，かえって，それまで

金を融通していた高利貸しが金を貸さな

くなるなど逆効果になり，幕府の信用を

失わせる結果になった。(皮肉な(1297)
結果に徳政令) 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「徳政令(永仁の徳政令)」である。「御家

人を救済するため」もよく出題される。 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(資料) 領地の質入れや売買は，御家人

の生活が苦しくなるもとなので，今後は

禁止する。・・・ 御家人以外の武士や庶

民が御家人から買った土地については，

売買後の年数にかかわりなく，返さなけ

ればならない。 
(1) 1297 年に出された上の法律を何と

いうか。 
(2) (1)の法律の目的を「御家人」という

語句を使って説明せよ。 
 
[解答](1) 徳政令(永仁の徳政令) 
(2) 御家人を救済するため。 
 



[問題](3学期) 
徳政令を幕府が出したのは，御家人の

生活を救うためである。この当時，幕府

の御家人の生活が苦しくなった原因を

「相続」の語句を用いて説明せよ。 
 

[解答]分割相続によって領地が細分化さ

れたため。 
 
 
[鎌倉幕府の滅亡] 
[問題](3学期) 
鎌倉幕府への反感が強まる中，政治の

実権を朝廷に取りもどすために兵を挙げ，

楠木正成などの悪党と呼ばれた武士や，

足利尊氏などの御家人の助けを借りて，

鎌倉幕府をほろぼした天皇は誰か。 



[解答]後醍醐天皇 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
1333年に鎌倉

かまくら

幕府
ば く ふ

は滅亡
めつぼう

した。滅亡の原

因の第一は，御家人
ご け に ん

の窮乏
きゅうぼう

と不満であ

る。領地
りょうち

の分割
ぶんかつ

相続
そうぞく

によって御家人は次

第に窮乏
きゅうぼう

していった。また，元寇
げんこう

のとき

恩賞
おんしょう

がほとんどもらえなかったことで

幕府への不満が広がった(御恩
ご お ん

と奉公
ほうこう

に

おける重大な契約違反)。 
幕府は徳

とく

政令
せいれい

を出したが，その効果はう

すく，かえって御家人の不満と不信をま



ねく結果に終わった。このような動揺
どうよう

を

おさえるため北条
ほうじょう

氏
し

は専制
せんせい

政治を強化

したが，それはますます御家人の不満を

つのらせる結果になった。 
滅亡の原因の第二は，鎌倉中期以降の経

済発展によって社会が大きく変動し，そ

れにともなって，新しい武士階層が出て

きたことである。農村経済の発達とそれ

にともなう商業の発達によって経済力を

たくわえた御家人ではないあらたな武士

が成長していった。彼らの中には，荘園
しょうえん

の年貢
ね ん ぐ

を奪
うば

うなど，幕府の秩序
ちつじょ

を乱
みだ

す者

もおり，悪党
あくとう

とよばれた。悪党はやがて

各地に広がっていき，百姓の抵抗運動と

ともに，荘園
しょうえん

領主
りょうしゅ

や幕府を悩ますよう

になっていった。 
 



幕府のおとろえをみた後
ご

醍醐
だ い ご

天皇は，幕

府をたおして天皇中心の政治を取りもど

そうと考え，楠木
くすのき

正成
まさしげ

など，悪党とよば

れた武士たちによびかけて兵をあげた。 
これに対して幕府は，大軍を京都にのぼ

らせた。しかし，有力な御家人の足利尊氏
あしかがたかうじ

 は，幕府にそむいて，1333 年，京都の

六波羅探題
ろ く は ら た ん だ い

を攻め落とし，新田
に っ た

義貞
よしさだ

も鎌

倉に攻め込んで，鎌倉幕府をほろぼした。

(一味さんざん(1333)鎌倉滅ぶ) 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「後醍

醐天皇」「足利尊氏」「悪党」である。 
 
 



[問題](後期期末) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
 14 世紀，鎌倉幕府はゆるぎはじめた。

武士のなかには鎌倉幕府の政治や荘園の

支配に反抗する者も出はじめた。このよ

うな武士たちを( ① )と呼んだ。幕府

のおとろえをみて，( ② )天皇は，幕

府を倒して天皇中心の政治を取りもどそ

うと考え，楠木正成など(①)と呼ばれた

武士たちによびかけて兵をあげた。これ

に対して幕府は，大軍を京都にのぼらせ

た。しかし，有力な御家人の( ③ )は，

幕府にそむいて，1333年，京都の六波羅

探題を攻め落とし，新田義貞も鎌倉に攻

め込んで，鎌倉幕府をほろぼした。 
[解答]① 悪党 ② 後醍醐 
③ 足利尊氏 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 近畿地方中心に鎌倉幕府に従わない

武士が成長し，年貢をうばう武士も

出てきた。このような武士は何と呼

ばれていたか。 
(2) (1)を代表する武士で，鎌倉幕府を倒

すのに功績のあった人物を1 人あげ

よ。 
(3) 幕府にそむいて，京都の六波羅探題

を攻めた有力な御家人は誰か。 
(4) 鎌倉に攻め込んで，鎌倉幕府をほろ

ぼした御家人は誰か。 
(5) (2)や(3)や(4)などを味方につけて，

1333 年に鎌倉幕府を倒した天皇は

誰か。 
 



[解答](1) 悪党 (2) 楠木正成 
(3) 足利尊氏 (4) 新田義貞 
(5) 後醍醐天皇 
 



【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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