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[要点] 
(1) 中央の武官と地方の豪族との，婚姻や主従関係を結ぶなどの交流の中から武士がお

こり，源氏や平氏などの武士団が生まれた。10世紀の中ごろ，関東では平将門
たいらのまさかど

が

乱を起こし，瀬戸内では藤原純友
すみとも

が乱を起こした。東北地方では，奥州
おうしゅう

藤原氏が勢

力をのばし，浄土信仰の影響を受けて平泉
ひらいずみ

に中尊寺
ちゅうそんじ

金色堂
こんじきどう

をつくった。 
(2) 白河

しらかわ

天皇は，位を皇子にゆずってからも上皇として政治の実権を握った。これが院政
いんせい

の始まりである。1156年に保元
ほうげん

の乱，1159年に平治
へ い じ

の乱がおこったが，これに勝利

をえた平清盛
たいらのきよもり

は，1167年に太政
だじょう

大臣
だいじん

となって政治の実権をにぎった。平清盛は，

兵庫の港を整備して中国の宋
そう

との間の貿易を積極的に行った。 
 
[要点確認] 
(1) 中央の武官と地方の豪族との，婚姻や主従関係を結ぶなどの交流の中から(   )

がおこり，(     )氏や(    )氏などの武士団が生まれた。10世紀の中ごろ，関東で

は(        )が乱を起こし，瀬戸内では(        )が乱を起こした。東北地方では，

(          )氏が勢力をのばし，浄土信仰の影響を受けて(      )に(      )寺

金色堂
こんじきどう

をつくった。 
(2) 白河

しらかわ

天皇は，位を皇子にゆずってからも上皇として政治の実権を握った。これが

(      )の始まりである。1156年に(      )の乱，1159年に(      )の乱がおこった

が，これに勝利をえた(       )は，1167年に(       )となって政治の実権をにぎっ

た。(       )は，兵庫の港を整備して中国の(     )との間の貿易を積極的に行った。 

 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 豪族や武官の交流の中からおこった武士が従者を

組織してつくりあげたものは何か。 
(2) (1)の中でも有力になったのは何氏と何氏か。 

(3) ①10 世紀の中ごろ，反乱をおこし，自ら新皇
しんのう

(新し

い天皇)と名乗ったのは誰か。②また，その場所は

右の地図のA～Dのどこか。 
(4) ①10 世紀の中ごろ，海賊を率いて反乱をおこしたのは誰か。②また，その場所は右

の地図の A～D のどこか。 

[解答](1) 武士団 (2) 源氏と平氏 (3)① 平将門
たいらのまさかど

 ② B (4)① 藤原純友
す み と も

 ② C 
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[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 武士が発生したのは何世紀か。 
(2) 平将門の乱，藤原純友の乱は同じころにおこったが，それは何世紀か。 
(3) 平将門の乱がおこったのは何という地方か。 
(4) 藤原純友の乱がおこったのは何地方か。 
(5) 武士団のかしらは何と呼ばれたか。 
(6) 武士の一般的な考え方を表す言葉を次の中から 1 つ選べ。 

[ 一日一善 一所懸命 晴耕雨読 謹厳実直 人身一新 ] 

[解答](1) 10 世紀 (2) 10 世紀 (3) 関東 (4) 瀬戸内 (5) 棟梁
とうりょう

 (6) 一所懸命 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

(1) 11世紀の後半，安倍氏
あ べ し

や清原氏
き よ は ら し

の勢力争い(前九年の役・後三年の役)がおこったが，

関東の武士を率いてこれをしずめたのは誰か。 
(2) 前九年の役・後三年の役がおこったのは何地方か。 
(3) 安倍氏や清原氏にかわって勢力をのばし，砂金や馬の売買で築いた富をもとに東北

地方の統一をすすめたのは何氏か。 
(4) (3)が根拠地にした町はどこか。また，それは現在の何県にあるか。 
(5) (3)が建てた寺院は何か。 

(6) ①(5)の寺院にある阿弥陀堂
あ み だ ど う

を何というか。②また，何という信仰の影響を受けたも

のか。 

[解答](1) 源義家
みなもとのよしいえ

 (2) 東北地方 (3) 奥州
おうしゅう

藤原氏 (4) 平泉
ひらいずみ

，岩手県 (5) 中尊寺
ち ゅ う そ ん じ

 (6)① 
金色堂 ② 浄土信仰

じ ょ う ど し ん こ う

 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

(1) 白河上皇
しらかわじょうこう

が院政
いんせい

を開始したのは何年か。 
(2) 武士の成長を支えたのは(A  )という土地制度であった。武士は，開発した領地を

(B  )して貴族や寺社の(A)とし，自分は(C  )となって勢力を築いた。院政が始

まると，上皇は(A)を保護したので，(A)は上皇のもとに集まった。 
(3) 武士たちは興福寺や延暦寺の武装した僧からも朝廷をまもった。武装した僧を何と

いうか。 



[解答](1) 1086 年 (2)A 荘園 B 寄進
き し ん

 C 荘官
しょうかん

 (3) 僧兵 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

(1) 11 世紀の後半，白河
しらかわ

天皇は，天皇の位をしりぞいて上皇となった後も自ら政治を行

った。このような政治を何というか。 
(2) 1156 年におこった乱は何か。 
(3) 1159 年におこった乱は何か。 

(4) ①(3)の乱のとき，対立したのは何氏と何氏か。②また，この乱に勝って太政大臣
だいじょうだいじん

に

なったのは誰か。 
(5) (4)の人物は，中国の何という王朝と貿易を行って利益をあげたか。 
(6) (4)の人物が，(5)の貿易を行うために整備した港はどこか。 

[解答](1) 院政
いんせい

 (2) 保元
ほうげん

の乱 (3) 平治
へ い じ

の乱 (4)① 源氏と平氏 ② 平清盛
たいらのきよもり

 (5) 宋
そう

 

(6) 兵庫 

 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) (A  )天皇は，1086 年，天皇の位を 8 歳の子にゆずって(B  )となり，院とよば

れる御所に住んだ。そして，院に移ったあとも院政をおこ

なった。 
(2) 保元の乱と平治の乱をきっかけとして，政治権力の担い手

がどのように変化したかを説明せよ。 
(3) 平清盛は，武士として初めての地位について，政治の実権

をにぎった。何という地位か。 
(4) (A  )は娘を(B  )のきさきとし，一族で高い官職を独

占し，多くの公領や(C  )を支配した。そのやり方は貴族とかわらないものであっ

たため，貴族や寺社の反感をかった。 
(5) 平清盛が行った宋との貿易で，主な輸入品を 2 つあげよ。 
(6) 平清盛は大輪田泊(兵庫)で宋との貿易を行った。大輪田泊の位置を地図の A～F から

選んで答えよ。 
[解答](1)A 白河 B 上皇 (2) 武士が政治のうえで大きな力をふるうようになった。 

(3) 太政大臣 (4)A 平清盛 B 天皇 C 荘園 (5) 織物，宋銭 (6) E 
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