
【FdData中間期末：中学歴史：室町】 
 [南北朝の動乱と室町幕府] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[建武の新政] 
[問題](前期期末) 
鎌倉幕府をほろぼした後，後醍醐天皇

は武家の政治を否定し，公家を重視する

天皇中心の新しい政治を始めた。この政

治を何というか。 
 
[解答]建武の新政 
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[解説] 
 
 
 
 
 
後
ご

醍醐
だ い ご

天皇は，幕府に不満をもつ御家人
ご け に ん

や悪党
あくとう

を味方につけ，幕府をたおす戦い

を起こし，1333年ついに鎌倉幕府をほろ

ぼした。同年，後醍醐天皇を中心とする

建武
け ん む

の新政
しんせい

が始められた。 
しかし，貴族(公家)を重視する政策をと

ったため武士の不満が高まった。武家の

政治を否定し，新政の大事な役には公家
く げ

が多くあてられ，恩賞
おんしょう

に不満を持つ武士

も少なくなかった。また，税の軽減は行

われず，戦乱による苦しみを考えずに



E宮殿 E

きゅうでん

AのA E造営E

ぞうえい

Aを考えるような政治の失敗

もあいついだ。「このごろ都ではやってい

るものは，夜襲，強盗，にせの天皇の命

令。･･･」というAE二条E

にじょう

AAE河原E

がわらの

AAE落書E

らくしょ

Aは，建武の

新政による混乱をAE痛烈E

つうれつ

AにAE批判E

ひ は ん

Aしたもので

ある。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「建武の新政」「後醍醐天皇」である。「貴

族を重視する政策をとったため武士の不

満が高まった」もよく出題される。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
政治の実権を取りもどそうと考えてい

た( ① )天皇は，幕府に不満をもつ御

家人や悪党を味方につけ，幕府をたおす

戦いを起こし，1333年ついに鎌倉幕府を

ほろぼした。そして，同年，(①)天皇を

中心とする政治が始められた。この政治

のことを( ② )の新政という。しかし，

武家の政治を否定し，( ③ )を重視す

る政策をとったため，武家の不満が高ま

り，(②)の新政はわずか 2 年ほどでくず

れ，南北朝の動乱をまねいた。 
 
[解答]① 後醍醐 ② 建武 
③ 貴族(公家) 
 



[問題](前期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 鎌倉幕府をたおす中心になった天皇

は誰か。 
(2) (1)の天皇の行った政治を何というか。 
(3) 「このごろ都ではやっているものは，

夜襲，強盗，にせの天皇の命令。･･･」

という政治や世の中の混乱を痛烈に

批判した落書は何か。 
(4) 建武の新政が 2 年ほどで失敗するこ

とになった理由を，「貴族」「不満」

という語句を使って簡単に説明せよ。 
 
[解答](1) 後醍醐天皇 (2) 建武の新政 
(3) 二条河原落書 (4) 貴族を重視する

政策をとったため武士の不満が高まった

から。 



[足利尊氏の挙兵・室町幕府] 
[問題](1学期中間改) 
建武の新政に対する武家の不満が高ま

る中，( A )は武家の政治の復活を呼び

かけて兵をあげた。(A)は京都で新しい天

皇を立て(北朝)，後醍醐天皇は吉野(奈良

県)にのがれて南朝をおこした。(A)は
1338 年に北朝から征夷大将軍に任命さ

れて室町幕府を開いた。(A)にあてはまる

人物名を書け。 
 
[解答]足利尊氏 



[解説] 
 
 
 
 
 
建武の新政に対する武家

の不満が高まり，A E足利E

あしかが

AA E尊E

たか

AA

E氏E

うじ

Aが武家の政治の復活を

呼びかけ兵をあげると，

新政は2年ほどでくずれた。 
足利尊氏は京都に新たに天皇を立てた。

これをA E北朝E

ほくちょう

Aという。後醍醐天皇はA E吉野E

よ し の

A(奈良県)に逃れたが，これをA E南朝E

なんちょう

Aという。

足利尊氏は1338年に，北朝によってAE征夷E

せ い い

AA E大将軍E

たいしょうぐん

Aに任命されて，京都にAE室町E

むろまち

AAE幕府E

ば く ふ

Aを

開いたが，幕府の支配力は弱く，このあ



とA E南北朝E

なんぼくちょう

AのA E動乱E

どうらん

Aの時代が続くことにな

る。(将軍尊氏AE勇み肌E

い さ み は だ

A(1338)) 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「足利尊氏」である。「吉野」もよく出題

される。 
 



[問題](前期期末) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
建武の新政に対する武家の不満が高ま

り，( ① )が武家の政治の復活を呼び

かけて兵をあげると，新政は2年ほどで

くずれた。(①)は京都に新たに天皇を立

てた。これを北朝という。後醍醐天皇は

( ② )(現在の奈良県)に逃れたが，これ

を南朝という。こうして，南北朝の2つ

の朝廷が生まれた。(①)は，1338年に北

朝から征夷大将軍に任命されて，京都に

( ③ )幕府を開いた。 
 
[解答]① 足利尊氏 ② 吉野 ③ 室町 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 建武の新政に対する武家の不満が高

まる中，武家の政治の復活を呼びか

けて兵をあげた中心人物は誰か。 
(2) (1)の挙兵によって，後醍醐天皇はど

こに逃れて朝廷をたてたか。①地名

を答えよ。②また，地図中のア～カ

からその位置を選べ。 



③それは現在の何県にあるか。④こ

の朝廷を何というか。漢字 2 字で答

えよ。 
(3) (1)の人物は，京都に新しい天皇をた

てたが，この朝廷を何というか。漢

字2字で答えよ。 
(4) 1338 年，(1)の人物は(3)の朝廷から

①何に任命されて，②何という幕府

を開いたか。 
③その幕府が置かれた都市の名前を

答えよ。④また，その位置を右の地

図中のア～カから選べ。 
 
[解答](1) 足利尊氏 (2)① 吉野 ② ウ 
③ 奈良県 ④ 南朝 (3) 北朝 
(4)① 征夷大将軍 ② 室町幕府 
③ 京都 ④ エ 



[南北朝の動乱] 
[問題](前期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 南朝と北朝は全国の武士に呼びかけて

戦い，約 60 年間，動乱が続いた。この

時代を( ① )時代という。この間，守

護の多くは自分の領地を拡大し，

( ② )に成長していった。14世紀末に

は，各地での争いも少なくなり，1392
年，第3代将軍の足利義満のときに南北

朝が統一された。 
 
[解答]① 南北朝 ② 守護大名 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
足利尊氏が兵をあげた後，朝廷は北朝と

南朝に分かれて争うようになった。 A

E南北朝 E

なんぼくちょう

Aの動乱の続いた約60年を南北朝

時代という。この時代，AE相続E

そうぞく

Aをめぐるそ

れぞれの武士一族内部の争いが激しくな

っていた。一方が北朝方につくと，他方

が南朝方について戦うという形で，戦乱

を拡大させた。また，幕府内部も2つに

分かれて争い，内乱は果てるともなく続

いた。南北朝の動乱のなかで足利尊氏は，

味方になってもらいたいA E守護E

し ゅ ご

AにA E荘園 E

しょうえん

AのA



E年貢E

ね ん ぐ

Aの半分を徴収する権限を与えた。こ

れをきっかけに，守護は国内の武士を家

来にしていき，その国全体を支配する守

護A E大名E

だいみょう

Aに成長していった。14 世紀末，

各地での争いも少なくなり，1392年，第

3代将軍AE足利E

あしかが

AAE義E

よし

AAE満E

みつ

Aが，南北朝を統一させ，

約60年続いた南北朝の動乱は終わった。

(いざ国(1392)を統合南北朝) 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「南北

朝時代」「守護大名」「足利義満」である。 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 北朝と南朝の 2 つの朝廷は全国の武

士に呼びかけて戦い，動乱の時代が

続いた。この時代を何というか。 
(2) (1)の動乱の時代は約何年間続いたか。

次の[  ]から選べ。 
[ 40年 60年 80年 100年 ] 

(3) (1)の動乱の中，幕府が守護に強い権

限を認めたため，守護は多くの荘園

を自分の領地とし，国内の武士を家

来として従えるようになった。この

ような守護を何というか。 
(4) 1392年に南北朝は統一されたが，そ

のときの将軍は誰か。 
 
 



[解答](1) 南北朝時代 (2) 60年 
(3) 守護大名 (4) 足利義満 
 
 
[問題](前期期末) 
次のア～エを年代の古い順に並び替え

よ。 
ア 足利尊氏が征夷大将軍になる。 
イ 建武の新政がはじまる。 
ウ 後醍醐天皇が吉野にのがれる。 
エ 南北朝の動乱が終わる。 
 
[解答]イ→ウ→ア→エ 
 



[室町幕府の組織] 
[問題](3学期) 
室町幕府において，将軍の補佐役とし

て置かれた図Xの役職を何というか。 
 
 
 
 

 
 
[解答]管領 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
AE管領E

かんれい

Aは将軍をAE補佐E

ほ さ

Aする役職で，A E 侍所 E

さむらいどころ

A(武
士の統率)・A E政所E

まんどころ

A(財政)・A E問注所E

もんちゅうじょ

A(記録・

裁判)をAE統括E

とうかつ

Aした。管領には有力な守護大

名が交代で任命された。AE鎌倉府E

か ま く ら ふ

Aは，関東

の地域を支配するための地方機関として

おかれた。 
第3代将軍AE足利E

あしかが

AAE義満E

よしみつ

Aは，京都の室町に花

のAE御所E

ご し ょ

Aと呼ばれるAE大邸宅E

だいていたく

Aを建てて政治を

行った。 



足利氏の幕府を室町幕府と呼ぶのはこの

室町という地名にAE由来E

ゆ ら い

Aしている。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「管領」である。「鎌倉府」もよく出題さ

れる。 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 室町幕府において，将軍の補佐役と

しておかれた職は何か。右図の中か

ら選べ。 
(2) 関東の地域を支配するために，地方

機関としておかれたのは何という役

所か。右図の中から選べ。 



(3) 第 3 代将軍が建てた京都室町の御所

は，何と呼ばれたか。 
 
[解答](1) 管領 (2) 鎌倉府 
(3) 花の御所 
 
[問題](1学期中間) 
次の図は室町幕府のしくみを表してい

る。①～⑤にあてはまる語句を書け。 
 
 
 
 
 
 
[解答]① 管領 ② 侍所 ③ 政所 
④ 問注所 ⑤ 鎌倉府 



【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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