
【FdData中間期末：中学歴史：室町】 
[応仁の乱と戦国大名] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[応仁の乱] 
[問題](2学期中間) 
第8代将軍足利義政のあとつぎ問題を

めぐり，細川氏と山名氏が対立し，1467
年，その後 11 年続く戦乱が始まった。

この戦乱を何というか。 
 
[解答]応仁の乱 
[解説] 
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強い権力をふるった第6代将軍足利
あしかが

義教
よしのり

の死後，幕府では守護
し ゅ ご

大名
だいみょう

間の勢力争い

が起こった。1467年，第8代将軍足利義
よし

政
まさ

のとき，将軍のあとつぎ争いと，細川
ほそかわ

氏
し

と山名
や ま な

氏
し

の対立から，応仁
おうにん

の乱が起こっ

た。(応仁の乱人よむな(1467)しく死んで

いく) 戦乱
せんらん

は多くの守護大名をまきこ

んで 11 年も続き，京都から全国に広が

った。この戦乱には，足軽という軽装備

の雇い兵が動員された。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「応仁の乱」である。「足利義政」「山名

氏と細川氏の対立」もよく出題される。 
 



[問題](前期中間) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
第 8 代将軍( ① )のときに，将軍の

あとつぎ問題をめぐって，有力な守護大

名の( ② )氏と山名氏が対立し，1467
年に( ③ )の乱が起こった。11 年間に

及ぶ戦乱によって，京都の大半は焼け野

原になり，戦乱は地方にも広がった。こ

の戦乱には，足軽という軽装備の雇い兵

が動員された。 
 
[解答]① 足利義政 ② 細川 ③ 応仁 
 



[問題](前期期末) 
 15世紀後半，第8代将軍のあとつぎ問

題をめぐって有力な( A )大名の間に

対立が起こり，京都を中心に 11 年にわ

たる戦乱が始まった。 
(1) この戦乱を何というか。 
(2) (1)が起こったのは何年か。 
(3) 第8代将軍とは誰か。 
(4) 本文中のAに適語を入れよ。 
(5) 対立した有力な(A)大名は何氏と何

氏か。 
(6) この乱で活躍するようになった，軽

装備の兵を何というか。漢字 2 字で

答えよ。 
 
[解答](1) 応仁の乱 (2) 1467年 (3) 足
利義政 (4) 守護 (5) 細川氏と山名氏 

(6) 足軽 



[国一揆・一向一揆] 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1485年，現在の京都府で，農村に住

む武士と農民とが一体となって守護

大名を追い払う一揆が起こった。こ

の一揆は何か。 
(2) 浄土真宗の信仰で結びついた武士や

農民が起こした一揆を何というか。 
 
[解答](1) 山城国一揆 (2) 一向一揆 
[解説] 
 
 
 
 
 



応仁の乱後の1485年，山城
やましろ

(京都府の一

部)南部の村は，地侍
じざむらい

を中心にまとまり

を強め，両派に分かれて争っていた守護

大名の畠山
はたけやま

氏の両軍勢に対して国外

退去
たいきょ

を要求し，「退去しないときは攻撃す

るぞ」とせまり，1週間後に退去させた。

そして，村々の代表者を選び，おきてを

定め，犯罪のとりしまりを行うなど，自

治による政治を8年間続けた。この一揆

を，山城国一揆
やましろのくにいっき

という。 
近畿，北陸，東海地方では応仁の乱のこ

ろから一向宗
いっこうしゅう

(浄土真宗)が急速に広が

り，信仰
しんこう

で固く結ばれた地侍と農民が

一向
いっこう

一揆
い っ き

を起こして荘園
しょうえん

領主
りょうしゅ

や守護大

名に対抗するようになった。なかでも

加賀
か が

(現在の石川県)では，1488年，約20
万人といわれる一揆軍が守護大名を攻め



ほろぼし，以降100年間「百姓の持ちた

る国」として自治をつづけた。 (人よパ

ッパ(1488)と一向一揆) 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「山城

国一揆」「一向一揆」である。 
 
 



[問題](1学期中間) 
応仁の乱は全国に広がり，地方の社会

に新たな動きが始まった。(a)山城南部で

は，武士と農民とが一体となって守護大

名を追いはらう山城国一揆をおこし，自

治を行った。また， 
 (b)北陸の加賀(石川県)では，信仰で結び

ついた武士や農民たちが，守護大名をた

おした。 
(1) 下線部 a の山城の国は現在の都道府

県ではどこにあたるか。次の[  ]
より1つ選べ。 
[ 奈良県 富山県 京都府 大阪府 

兵庫県 ] 
(2) 下線部bを「加賀の○○○○｣とよん

でいる。○○○○にあてはまる語句

を漢字4字で書け。 



[解答](1) 京都府 (2) 一向一揆 
 
 
[問題](2学期中間) 
室町時代，団結を強めた農民などが一

揆をおこすようになった。次の一揆を何

というか。①，②は漢字3字で，③は漢

字4字で書け。 
① 土倉や酒屋などをおそい，借金の帳

消しを求めた一揆。 
② 武士と農民が一体となって守護大名

を追いはらった一揆。 
③ 浄土真宗の信仰で結びついた武士や

農民たちが起こした一揆。 
 
[解答]① 土一揆 ② 国一揆 ③ 一向

一揆 



[下剋上と戦国大名の登場] 
[問題](前期期末) 
応仁の乱の後，実力のある家臣が主君

である守護大名の地位を奪って，戦国大

名として登場するなど，実力のある者が

力をのばして上の身分の者に打ち勝つ風

潮が広がった。こうした風潮を何という

か。漢字3文字で答えよ。 
 
[解答]下剋上 
[解説] 
 
 
 
 
 
 



応仁
おうにん

の乱以降，実力のある者が力をのば

して上の身分の者に打ち勝つ下剋上
げこくじょう

の

風潮
ふうちょう

が広がって，守護大名の地位をうば

って実権をにぎったり，守護大名が成長

したりして，戦国
せんごく

大名
だいみょう

が各地に登場した。

応仁の乱以後の約100年間を戦国
せんごく

時代
じ だ い

と

いう。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「下剋上」である。「実力のある者が，力

をのばして上の身分の者に打ち勝つ」「戦

国大名」「戦国時代」もよく出題される。 
 
 



[問題](後期中間) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
応仁の乱後，戦乱が全国に広がった。

実力のある者が，力をのばして上の身分

の者に打ち勝つ( ① )の風潮が広がっ

た。守護大名の地位をうばって実権をに

ぎったり，守護大名が成長したりして，

( ② )大名が各地に登場した。応仁の

乱以後の約100年間を(②)時代という。 
 
[解答]① 下剋上 ② 戦国 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 応仁の乱のあと，約100年間にわた

って，全国各地で混乱と争いが続い

た。この時代を何というか。 
(2) 実力のある者が，力をのばして上の

身分の者に打ち勝つことを何という

か。 
(3) 応仁の乱以降，実力で領国を治める

ようになった大名を何というか。 
 
[解答](1) 戦国時代 (2) 下剋上 (3) 戦
国大名 
 



[問題](1学期中間) 
下剋上の意味を，「実力」「身分」の語

句を使って説明せよ。 
 
[解答]実力のある者が，力をのばして上

の身分の者に打ち勝つこと。 
 
 
[戦国大名の領国支配] 
[問題](3学期) 
応仁の乱後の下剋上の風潮の中で登場

した戦国大名は，近くの大名との戦いに

備えて，領国の武士をまとめ強力な軍隊

をつくることをめざした。自分の城の周

囲に家臣や商工業者を集めて城下町をつ

くったり，家臣や領民を統制するための

独自の法律をつくったりした。下線部の

ような法律を何というか。 



[解答]分国法 
[解説] 
 
 
 
戦国大名は，領国

りょうごく

支配のための分
ぶん

国法
こくほう

と

いう独自の法律を作った。また，武士や

商工業者を集めて城下町
じょうかまち

をつくった。ま

た，農業用水路の建設や鉱山の開発など

にも力を注いだ。石見
い わ み

銀山
ぎんざん

(島根県)は戦

国大名の保護のもとで博多の商人によっ

て開発され，産出された大量の銀は海外

に輸出され世界的に大きな影響をあたえ

た。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「分国法」である。「城下町」の出題頻度

も高い。 



[問題](後期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
戦国大名は( ① )という独自の法律

をつくり，武士や農民を支配した。また，

自分の城の周囲に家臣や商工業者を集め

て( ② )町を発達させた。さらに，農

業用水路の建設や鉱山の開発(たとえば，

石見銀山)などにも力を注いだ。 
 
[解答]① 分国法 ② 城下 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 戦国時代，今川氏や武田氏のように，

領国支配のために法律を定めた大名

たちがいた。その法律を何というか。 
(2) 戦国時代，各地の大名たちが自分の

城の周囲に家臣や商工業者を集めて

町を発達させた。このような町を何

というか。 
(3) 戦国大名の保護のもとで博多の商人

によって開発された現在の島根県に

ある銀山は何か。 
 
[解答](1) 分国法 (2) 城下町 (3) 石見

銀山 
 
 



[全般] 
[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1467年，将軍のあとつぎ問題をめぐ

って有力な守護大名の間で対立がお

こり，11年にわたる戦いが起こった。

何という乱か。 
(2) (1)が起きたときの室町幕府の将軍は

誰か。 
(3) (1)で対立した有力な守護大名は何氏

と何氏か。 
(4) (1)の後，実力のある者が力をのばし

て上の身分の者に打ち勝つ風潮が広

がったが，これを何というか。 
(5) 1485年，現在の京都府で，農村に住

む武士と農民とが一体となって守護

大名を追い払う一揆が起こった。こ

の一揆は何か。 



(6) 1488年，現在の石川県ではある宗派

の信徒たちが一揆を起こし，その後

100 年間自治を行った。この一揆を

何というか。 
(7) (1)のあと，守護大名の地位をうばっ

て実権をにぎったり，守護大名が成

長したりして登場した大名を何とい

うか。 
(8) (7)がたがいに争った約100年間を何

時代というか。 
(9) (7)が，それぞれの国内を治めるため

につくった独自の法律を何というか。 
(10) (7)が，武士や商工業者を集めてつく

った町を何というか。 
 



[解答](1) 応仁の乱 (2) 足利義政 
3) 細川氏と山名氏 (4) 下剋上 (5) 山
城国一揆 (6) 加賀の一向一揆 (7) 戦
国大名 (8) 戦国時代 (9) 分国法 

(10) 城下町 
 



【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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