
【FdData中間期末：中学歴史：室町】 
[室町文化] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[北山文化] 
[問題](2学期中間) 
次の図は第3代将軍の足利義満が建て

た別荘で，公家の文化と武家の文化が融

合した北山文化の特色がよく表されてい

る。この建築物は何か。 
 
 
 
 
 
[解答]金閣 
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[解説] 
 
 
 
 
金閣
きんかく

は，第3代将軍の足利
あしかが

義
よし

満
みつ

が京都の

北山
きたやま

に建てた別荘
べっそう

で，金箔
きんぱく

を用いた豪華
ご う か

絢爛
けんらん

な寝殿造
しんでんづくり

になっている。金閣には，

公家の文化と武家の文化との融合
ゆうごう

という

北山文化の特色がよく表されている。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「金閣」である。「北山文化」「足利義満」

「公家の文化と武家の文化との融合」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。 
足利義満が建てた( ① )には，公家

の文化と( ② )の文化との融合という，

室町文化の特色がよく表されている。足

利義満の時代の文化を特に( ③ )文化

という。 
 
[解答]① 金閣 ② 武家 ③ 北山 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 図の建築物は何か。 
(2) 図の建築物を建てた将軍は誰か。 
(3) (2)の時代の室町文化を特に何文化と

いうか。 
(4) 図の建築物は(3)の文化の特色をよく

表しているとされる。どのような特

徴か。「公家」「武家」の語句を使っ

て説明せよ。 
 



[解答](1) 金閣 (2) 足利義満 (3) 北山

文化 (4) 公家の文化と武家の文化が融

合していること。 
 
 
[能・狂言] 
[問題](1学期期末) 
観阿弥・世阿弥の父子が大成した芸能

は何か。 
 
[解答]能 
[解説] 
 
 
 
 
 



平安時代から神社の祭りなどの時，農民

によって行われてきた田楽
でんがく

や猿楽
さるがく

は，

足利
あしかが

義
よし

満
みつ

の保護を受けた観阿弥
か ん あ み

・世阿弥
ぜ あ み

親子によって能
のう

として大成された。狂言
きょうげん

は能の合間に演じられた。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「能」である。 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 上の資料は，猿楽や田楽から発達し

た芸能のようすを表している。何と

いう芸能か。 
(2) (1)の芸能に関係のある人を，次の

[  ]から1人選べ。 
[ 運慶 世阿弥 雪舟 ] 

(3) (1)の合間に民衆の生活や感情をよ

く表した劇が演じられたが，これを

何というか。 



[解答](1) 能 (2) 世阿弥 (3) 狂言 
 
[東山文化] 
[問題](3学期) 
 次の写真は，足利義政がつくった銀閣

と同じ敷地内にある東求堂同仁斎の部屋

である。部屋にたたみをしきつめ，明障

子や床の間を設けているなど，現在の和

風建築のもとになっている。このような

様式を何造というか。 
 
 
 
 
 
 
 



[解答]書院造 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
応仁
おうにん

の乱
らん

後，第8代将軍の足利義
よし

政
まさ

は京

都の東山
ひがしやま

に東山山荘
さんそう

とも呼ばれる銀閣
ぎんかく

を建て風流な生活を楽しんだ。 
銀閣と同じ敷地内にある東求堂

と う ぐ ど う

同仁
どうじん

斎
さい

に

見られる書院造
しょいんづくり

は，住宅を障子
しょうじ

などで

間仕切
ま じ き

りして数室にわけ，畳
たたみ

を敷き，



E明障子E

あかりしょうじ

Aや床の間などをもっているとこ

ろに特徴がある。書院造は，現在の和風

建築のもとになっているといわれる。こ

の義政の時代の，武家をにない手とするA

E簡素E

か ん そ

Aで気品のある文化をA E東山E

ひがしやま

A文化とい

う。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「書院造」である。「銀閣」「足利義政」

「東山文化」の出題頻度も高い。 
 
 



[問題](2学期期末) 
室町文化について，資料 1，2 を参考

にして以下の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 資料1は15世紀後半に京都の東山に

建てられた別荘である。これを何と

いうか。漢字で書け。 
(2) (1)を建てた室町幕府の第8代将軍の

名前を答えよ。 
(3) 資料2は(1)と同様に慈照寺内にあり，

現在の和風建築のもとになっている。

この建築様式を何というか。 



(4) (1)が建てられたころの武家をにない

手とする簡素で気品のある文化を何

というか。 
 
[解答](1) 銀閣 (2) 足利義政 (3) 書院

造 (4) 東山文化 
 
 



[問題](2学期中間) 
 室町時代の文化について，次の各問い

に答えよ。 
(1) 足利義政が建てた別荘の名は何か。 
(2) (1)は京都のどこにあるか。次の

[  ]から1つ選べ。 
[ 東山 西山 北山 ] 

(3) (1)の建物の庭をつくるのに力を発

揮した人たちの身分を，次の[  ]
から1つ選べ。 
[ 河原者 武士 農民 商人 ] 

(4) 銀閣と同じ敷地内にある東求堂同仁

斎に見られる，現在の和風建築のも

とになっている様式を何造というか。 
(5) 足利義政のころの文化を何というか。 



(6) (5)の文化の特色を次のア～エから 1
つ選べ。 
ア インド，ペルシャ，ギリシャの

影響を受けたと思われる文化。 
イ 禅宗や宋の影響を受け，力強い

武士の文化。 
ウ 武家をにない手とする簡素で気

品のある文化。 
エ 唐風の文化を吸収し，日本の風

土や生活に合った貴族中心の文

化。 
 
[解答](1) 銀閣 (2) 東山 (3) 河原者 

(4) 書院造 (5) 東山文化 (6) ウ 
[解説] 
(3)足利義政のまわりには，作庭・花道・

茶道などの芸能に秀でたAE河原者E

か わ ら も の

Aと呼ばれ



るAE賤民E

せんみん

A身分の人々が集まった。 
(6)アは奈良時代の天平文化。イは鎌倉時

代の文化。エは平安時代の国風文化。 
 
[水墨画] 
[問題](2学期中間) 
右図は和紙に墨一色の

濃淡でえがいた水墨画で

ある。水墨画を大成した

人物の名前を答えよ。 
 
[解答]雪舟 
[解説] 
和紙に墨一色のA E濃淡E

のうたん

A

で え が く 絵 画 を A

E水墨画E

す い ぼ く が

Aという。AE禅僧E

ぜんそう

AのA

E雪E

せっ

AA E舟 E

しゅう

Aが大成した。 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「雪舟」である。「水墨画」の出題頻度も

高い。 
 
 
[問題](3学期) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 右のように墨一

色でかかれた絵

画を何というか。 
(2) (1)のような絵画

を大成したのは

誰か。 
 
[解答](1) 水墨画 (2) 雪舟 
 
 



[民衆への文化の広がり] 
[問題](2学期期末) 
「ものぐさ太郎」「一寸法師」など，絵

入りの物語のことを何というか。 
 
[解答]御伽草子 
[解説] 
 
 
 
室町時代，民衆が楽しむ文化が生まれた。

「AE一寸法師E

い っす んぼう し

A」，「AE浦島E

うらしま

AAE太郎E

た ろ う

A」，「ものぐさ太

郎」などのAE御伽草子E

お と ぎ ぞ う し

Aとよばれる絵本がつ

くられ，人々を楽しませた。また，和歌

の上の句と下の句を，次々に別の人がよ

みあうAE連歌E

れ ん が

Aも流行した。 
戦国大名の上杉氏に保護されてきた足利



学校(栃木県)には，広く日本国内から人

材が集まり，儒学を学んだが，そこでさ

まざまな情報を交換した人々は，その知

識を各地に伝えた。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「御伽

草子」である。 
 
 
[問題](2学期中間) 
 室町時代の民衆の文化で，次の①，②

にあてはまるものを下の[  ]から選べ。 
① 「一寸法師」や「浦島太郎」など，

絵入りの物語が喜ばれた。 
② 和歌の上の句と下の句を，次々に別

の人がよみあう。 
[ 狂言 御伽草子 猿楽 田楽 連歌 ] 



[解答]① 御伽草子 ② 連歌 
 
 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 室町時代につくられた御伽草子の名

を1つ書け。 
(2) 室町時代の上杉氏に保護され儒学を

学ぶ多くの人が集まったところを何

というか。 
 
[解答](1) 一寸法師(浦島太郎，ものぐさ

太郎) (2) 足利学校 
 



[全般] 
[問題](2学期期末) 
 次の資料を見て，後の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 資料Aの建物を何というか。 
(2) 資料Aの建物をつくった将軍は誰か。 
(3) (2)のころの公家の文化と武家の文化

が融合した文化を何というか。 



(4) 資料Bの建物を何というか。 
(5) 資料Bの建物をつくった将軍は誰か。 
(6) 資料CはBと同じ敷地内にある建物

の部屋である。このような建築様式

を何というか。 
(7) (5)のころの武家をにない手とする簡

素で気品のある文化を何というか。 
(8) 資料Dについて，墨一色でえがく絵

画を何というか。 
(9) (8)を大成した人物を答えよ。 
(10) 観阿弥･世阿弥父子によって大成さ

れた芸能を何というか。 
(11) 「一寸法師」や「浦島太郎」など，

絵入りの物語を何というか。 
 



[解答](1) 金閣 (2) 足利義満 (3) 北山

文化 (4) 銀閣 (5) 足利義政 (6) 書
院造 (7) 東山文化 (8) 水墨画 (9) 
雪舟 (10) 能 (11) 御伽草子 
 



【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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