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★★★ □ （1） AとBに入る人物名を答えよ。

★★★★ □ （2） C、D、Eに入る語句をそれぞれ答えよ。

★★★★ □ （3） C～Eのときの執権は誰か。

★★★★ □ （4） Eのときの元軍の戦い方の特色を資料Ⅰを参考にして簡潔に答えなさい。

★★★★ □ （5）

★★★ □ （6） 下線部①に関し、幕府は借金を帳消しにするために何を出したか。

★★★★ □ （7） Fに入る天皇の名前を答えよ。

★★★★ □ （8） 下線部②に関し、このとき味方をした新興武士は次のア～エのどれか、記号で答えよ。

ア　坂上田村麻呂　　　イ　楠木正成　　　ウ　平将門　　エ　藤原純友

★★★★ □ （9） 下線部③の建武の新政は2年ほどでくずれたがその理由を簡潔に書け。

★★★ □ （10） 下線部④の状況は約60年続いた、この時代を何というか。

★★★★ □ （11） Gに入る語句を書きなさい。

★★★ □ （12） Hに入る人物名を答えよ。

★★★ □ （13） 下線部⑤の室町幕府に関し、将軍の補佐役と何が置かれたか。

★★★★ □ （14） 下線部⑤に関し、室町幕府は何という金融業を保護したか、二つ書きなさい。

★★★★ □ （15） Iに入る語句を書きなさい。

この戦いの後、鎌倉幕府における主従関係が崩れていった。その
理由を御恩と奉公の関係に着目し、「御家人」という語を用いて、簡
潔に答えなさい。

 13世紀はじめ、モンゴル高原から出た（　A　）は、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に成長させ、5代目の（　B　）は、国号を元と定めて皇帝
となった。1274年には九州北部の博多湾岸に上陸し、幕府軍をなやませたが、内紛や暴風雨のために引き
上げた。これを（　C　）の役という。さらに、1281年にふたたび、日本を攻めてきたが、暴風雨にあって引き上
げた。これを（　D　）の役という。この2度の襲来を（　E　）という。戦闘はありましたが、元と日本との交易は行
われていた。
　一方、幕府の支配を支えていた①御家人は、領地の分割相続によって生活が苦しくなっていた。
こうした状況で（　F　)天皇は、政治の実権を朝廷に戻すため、幕府を倒そうとしたが、隠岐（島根県）に流され
た。しかし、②新興武士や有力な御家人の足利尊氏などが味方したため、1333年、鎌倉幕府を滅ぼした。
　鎌倉幕府の滅亡で、（　F　）天皇の新しい政治である③建武の新政が始まったが、2年ほどでくずれました。
足利尊氏は京都に新たに天皇を立て、（F）天皇が吉野（奈良県）に逃れたため、④二つの朝廷が生まれた。
尊氏は、1338年に北朝から（　G　）に任命されて⑤室町幕府を開くと、全国の武士をまとめようとした。京都に
幕府が置かれた時代を室町時代という。尊氏の孫の（　H　）が将軍になったのち、14世紀末には、日本各地
の争いも少なくなって、二つの朝廷は統一された。前の時代に幕府が置かれた鎌倉には地方機関として、（　I
）が置かれた。

次の文は「モンゴルの襲来と室町幕府」についてまとめたものである。次の各問いに答えなさい。
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★★★ □ （1） Aに入る国の名称を答えよ。

★★★ □ （2） 下線部①の貿易を強要し、船をおそう者は何と呼ばれていたか。

★★★ □ （3） Bに入る語句を書きなさい。

★★★★★ □ （4） Bの貿易で日本が輸出したものと輸入したものをそれぞれ一つずつ書きなさい。

★★★ □ （5） Cに入る国の名称を答えよ。

★★ □ （6） Cでは何という独自の文字が使われるようになったか。

★★★ □ （7） Dに入る国の名称を答えよ。

★★ □ （8）

★★ □ （9） Eに入る国の名称を答えよ。

★★★★ □ （10）

★★★★ □ （11）

★★★★★ □ （12）

★★★ □ （13） Fに入る語句を書きなさい。

★★★★ □ （14） Gに入る語句を書きなさい。

★★★★ □ （15） Hに入る語句を書きなさい。

★★★★ □ （16）

★★★★ □ （17）

　　ア　新羅が朝鮮半島を統一した。　　　イ　高麗が滅び、朝鮮国（朝鮮王朝）がおこった。

　　ウ　隋が滅び、唐がおこった。　　　　エ　フビライ＝ハンが国号（国名）を元と定めた。

次の文は「室町時代の産業と民衆の生活」についてまとめたものである。次の各問いに答えなさい。

　14世紀には、中国では、元が国内の混乱などで衰えると、漢民族が（　A　）を建国し、モンゴル民族を北へ
追い出した。元が衰えるころから、西日本の武士や商人などは、①貿易を強要し、船をおそう者が現れた。
（A）がこれらの取り締まりを求めたため、足利義満は証明書を持たせ（　B　）貿易を始めた。
　14世紀末には、李成桂が高麗をほろぼし（　C　）を建てた。15世紀はじめに、尚氏は沖縄島を統一し、首里
を都とする（　D　）を建てた。蝦夷地（北海道）では、（　E　）民族が13世紀から狩りや漁、交易を行っていた。
　南北朝の動乱の終結による社会の安定や、明、朝鮮との貿易によって、各地で②産業がさかんになった。
土倉や酒屋、商人や手工業者などは、同業者ごとに（　F　）と呼ばれる団体をつくり、武士や貴族、寺社にお
金などをおさめてその保護を受け、営業を独占する権利を認められた。こうした商業の発達により、各地の港
には港町が、寺の門前には（　G　）が成長した。農村では、有力な農民を中心に村ごとにまとまり、（　H　）と
呼ばれる自治組織がつくられ、村のおきてを定めた。

Dは、日本や中国、朝鮮半島、遠くの東南アジアにも船を送り、産物をやりとりする貿易で栄えた。この
貿易を何というか。

Eの国と交易がさかんになるにつれて、取引をめぐってEの人々は圧迫を受けるようになり、15世紀半
ばに、首長の誰を中心として蜂起したか。

下線部②に関し、交通のさかんなところでは、物資の陸上輸送をあつかう二つの運送業をかねた倉庫
業者が活動しました、この二つを答えよ。

室町時代のアジアのできごととして適切に述べているものを、次のア～エの中から１つ選び、その記号
を書きなさい。

室町時代に関し、この時代に京都などで栄えた酒屋や土倉が、共通して営んでいたことは何ですか、
書きなさい。

図２は、1428年に起きた一揆（正長の土一揆）の碑文で，ここには
「正長元年より以前については、神戸四郷においては負い目がな
い」という内容が書かれています。このことから、この一揆の目的を
簡潔に書きなさい。
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★★★ □ （1） 下線部①の第8代将軍とは誰か。

★★★★ □ （2） 下線部②の有力な守護大名とは誰か。下のア～エから二つ選び、記号で答えよ。

ア　細川氏　　　イ　藤原氏　　　ウ　山名氏　　　エ　蘇我氏

★★ □ （3） Aに当てはまる乱を書きなさい。

★★★★ □ （4） BとCに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （5） 下線部③の実力のある者が、力をのばして上の身分の者に打ち勝つ風潮を何というか。書きなさい。

★★ □ （6） Dに入る語句を書きなさい。

★★★ □ （7） D大名は城の周辺に家来を集め、商工業者を呼び寄せて何をつくったか。

★★★★ □ （8） D大名は領国を統一するために、独自の法律をつくった。この法を何というか。

★★★★★ □ （9） Eに入る語句を書きなさい。

★★★★ □ （10） Fには祭りの名称が入る。答えよ。

★★★★ □ （11）

★★★ □ （12） 下線部④の新たな文化について、観阿弥・世阿弥が大成させたものは何か。

★★★★ □ （13）

★★★ □ （14） G、H、Iに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★ □ （15）

★★★ □ （16）

ア　兼好法師　　　イ　　雪舟　　　　ウ　千利休　　エ　運慶

★★★ □ （17） J、K、Lに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★ □ （18） 下線部⑥に関し、能の合間に、演じられたものを何というか。

★★★★ □ （19）

　ア　義理と人情の世界に生きる男女の悲劇などをえがいた、人形浄瑠璃が親しまれた。

　イ　御伽草子という、幸福や富を求める民衆の夢が語られている絵入りの物語が喜ばれた。

　ウ　民衆の生活をおもしろおかしく表現し世相を皮肉る、狂歌や川柳が流行した。

　エ　活版印刷の普及によって、民衆向けの新聞や雑誌の発行がさかんになった。

★★★★ □ （20）

ア　慈照寺東求堂同仁斎      イ　法隆寺釈迦三尊像

ウ　唐獅子図屏風                エ　平等院鳳凰堂阿弥陀如来

次の文は「応仁の乱と室町文化」についてまとめたものである。次の各問いに答えなさい。

　①第8代将軍のときにあとつぎ問題をめぐって、②有力な守護大名が対立すると、1467年に11年にわたる（
A　）の乱が始まった。この戦乱は全国に広がった。山城（京都府）南部では、武士と農民とが一体になって、
守護大名を追いはらう（　B　）を起こし、自治を行なった。また浄土真宗の信仰で結びついた武士や農民たち
が各地で（　C　）を起こした。③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、（　D　）大名が各地に登場した。応仁
の乱以後の時代を（　D　）時代という。
　博多や堺、応仁の乱から復興した京都では、（　E　）によって政治が行われ、自治都市として成長した。ま
た、京都では、自治をになった町衆と呼ばれる裕福な商工業者によって（　F　）が盛大に行われた。
　室町時代は大陸からの影響を受けて④新たな文化が生まれた。足利（　G　）が京都の別荘に建てた（　H　）
には公家の文化と武家の文化との融合という、室町文化の特色がよくあらわされており、義満の時期の文化
を特に（　I　)文化という。
　15世紀後半からは、室町文化で⑤武家をにない手とする簡素で気品のある文化が発展した。足利（　J　）が
京都の別荘に建てた（　K　）には、この時期の文化の特色がよくうかがえることから、特に（　L　)文化という。
民衆の経済的成長とともに、⑥民衆に文化が広がった。

下線部⑥に関し、室町時代の文化のようすを述べた文として最も適当なものを、次のア～工から1つ選
び、その記号を書きなさい。

室町時代を代表する文化財として最も適切なものを，一つ選んで記号を書きなさい。

（　　　　　）銀山は戦国大名の程のもとで、博多の商人によって開発された。銀の精錬技術が改良さ
れ、生産量が増加し、産出された大量の銀は海外に輸出され、世界的に影響を与えた。

下の文はこの時代の説明の一部を切り取ったものである。（　　）に当てはまる語句を書きなさい。ま
た、（　　　）銀山はどこの都道府県にあるか、答えよ。

下線部④の新たな文化について、人々が集まって、和歌の上の句と下の句を次々に読むものを何とい
うか。

下線部⑤の武家をにない手とする簡素で気品のある文化で寺院の部屋の様式を武家の住居に取り入
れた造りを何というか。

下線部⑤の武家をにない手とする簡素で気品のある文化で墨一色で自然などを表現するものを何と
いうか。また、これを完成させた人物をア～エから一つ選び記号で答えなさい。
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★★★★ □ （21）

ア　京都では、町衆により町の政治が行われた。

イ　商人や手工業者の中で、株仲間がつくられるようになった。

ウ　田畑の売買が禁止され、年貢の納入など連帯責任を負わされた。

エ　草や木の灰が肥料に使われ始め、二毛作が行われるようになった。

この時代の人々のくらしについて最も適切に述べているものを、次のア～エの中から１つ選び、その記
号を書きなさい。

記号

（19） （20） （21）（18）

（15） （16） （17）
名称 J K L

語句 都道府県

（12） （13） （14）
G H I

（5） （6） （7） （8）

（9） （10） （11）

（1） （2） （3） （4）
A B
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