
 

 

入門・鎌倉１ 

鎌倉時代の概略 1185～1333年 

 ●鎌倉幕府の成立 

 ・1185年、【１ 源頼朝】が【２ 守護・地頭】を設置 

 ・1192年、【１ 源頼朝】が【３ 征夷大将軍】に任命される 

 ●源氏の正統断絶～執権政治 

 ・1219年、３代将軍【４ 源実朝】が暗殺される 

 ・1221年、【５ 承久の乱】：【６ 後鳥羽上皇】が倒幕をよびかけて挙兵 

 ・1232年、【７ 御成敗式目（貞永式目）】：３代執権【８ 北条泰時】が制定 

 ●鎌倉幕府の動揺 

 ・1274・81年、元寇：８代執権【９ 北条時宗】のとき 

 ・1297年、【10 永仁の徳政令】：御家人の救済。かえって混乱 

 ●鎌倉幕府の滅亡 

 ・1333年、鎌倉幕府滅亡：反幕府の御家人らが【11 後醍醐天皇】の討幕計画に協力 

 



 

 

入門・鎌倉１空 

鎌倉時代の概略 1185～1333年 

 ●鎌倉幕府の成立 

 ・1185年、【１    】が【２   ・  】を設置 

 ・1192年、【１    】が【３      】に任命される 

 ●源氏の正統断絶～執権政治 

 ・1219年、３代将軍【４    】が暗殺される 

 ・1221年、【５     】：【６      】が倒幕をよびかけて挙兵 

 ・1232年、【７      （    ）】：３代執権【８     】が制定 

 ●鎌倉幕府の動揺 

 ・1274・81年、元寇：８代執権【９     】のとき 

 ・1297年、【10       】：御家人の救済。かえって混乱 

 ●鎌倉幕府の滅亡 

 ・1333年、鎌倉幕府滅亡：反幕府の御家人らが【11      】の討幕計画に協力 

 

 

 



 

 

入門・鎌倉２ 

鎌倉時代の政治史 

０）源平の争乱 

 ・1180年、源氏が挙兵：伊豆の【１ 源頼朝】、木曽の【２ 源義仲】ら 

 ・1185年、【３ 壇の浦の戦い】…頼朝の弟【４ 源義経】らの活躍により平氏が滅亡 

 

１）武家政権の誕生 

 ①【５ 鎌倉幕府】の成立 

 ・1185年、【６ 源頼朝】が国ごとに【７ 守護】、荘園・公領に【８ 地頭】を設置 

 ・1189年、源頼朝が【９ 奥州藤原】氏をほろぼす 

 ・1192年、源頼朝が【10 征夷大将軍】に任命される 

 ②鎌倉幕府のしくみ・職制 

 ⅰ）中央（鎌倉） 

  ・【11 執権】：将軍の補佐役。【12 北条】氏が就任 

  ・【13 侍所・政所・問注所】：各実務を担当。長官には有力御家人や公家が就任 

 ⅱ）地方 

  ・大犯三カ条を職務とする【７ 守護】、荘園管理の【８ 地頭】、京都の【14 六波羅探題】など 

 ⅲ）将軍と御家人 

  ・【15 御家人】…将軍と主従関係を結んだ武士 

  ・【16 御恩】（将軍→御家人）と、【17 奉公】（将軍←御家人）の関係で成り立つ 

 

２）執権政治 

 ①北条氏の台頭 

 ・源頼朝の死後、幕府の実権は北条氏に移る 

  ※頼朝の妻【18 北条政子】、その父で初代執権【19 北条時政】 

 ・1219年、３代将軍【20 源実朝】が公暁に殺害され、源氏将軍が断絶 

  ⇒【21 藤原頼経（九条頼経）】が迎えられ、４代将軍に（摂家将軍） 

 ②２代執権【22 北条義時】 

 ⅰ）【23 承久の乱】 

  ・1221年、朝廷の【24 後鳥羽上皇】が挙兵 

   ⇒幕府は大軍を送り応戦 

  ・【25 北条政子】の演説により御家人が団結。幕府が勝利 



 

 

入門・鎌倉２空 

鎌倉時代の政治史 

０）源平の争乱 

 ・1180年、源氏が挙兵：伊豆の【１    】、木曽の【２    】ら 

 ・1185年、【３       】…頼朝の弟【４    】らの活躍により平氏が滅亡 

 

１）武家政権の誕生 

 ①【５     】の成立 

 ・1185年、【６    】が国ごとに【７   】、荘園・公領に【８   】を設置 

 ・1189年、源頼朝が【９     】氏をほろぼす 

 ・1192年、源頼朝が【10      】に任命される 

 ②鎌倉幕府のしくみ・職制 

 ⅰ）中央（鎌倉） 

  ・【11   】：将軍の補佐役。【12   】氏が就任 

  ・【13   ・  ・   】：各実務を担当。長官には有力御家人や公家が就任 

 ⅱ）地方 

  ・大犯三カ条を職務とする【７   】、荘園管理の【８   】、京都の【14      】など 

 ⅲ）将軍と御家人 

  ・【15    】…将軍と主従関係を結んだ武士 

  ・【16   】（将軍→御家人）と、【17   】（将軍←御家人）の関係で成り立つ 

 

２）執権政治 

 ①北条氏の台頭 

 ・源頼朝の死後、幕府の実権は北条氏に移る 

  ※頼朝の妻【18     】、その父で初代執権【19     】 

 ・1219年、３代将軍【20    】が公暁に殺害され、源氏将軍が断絶 

  ⇒【21     （    ）】が迎えられ、４代将軍に（摂家将軍） 

 ②２代執権【22     】 

 ⅰ）【23     】 

  ・1221年、朝廷の【24      】が挙兵 

   ⇒幕府は大軍を送り応戦 

  ・【25     】の演説により御家人が団結。幕府が勝利 



 

 

入門・鎌倉３ 

 ⅱ）乱後の動き 

  ・【26 後鳥羽上皇】を隠岐に配流 

  ・幕府は京都に【27 六波羅探題】を置き、朝廷を監視 

  ・幕府の支配が全国に広がる 

 ③３代執権【28 北条泰時】 

 ⅰ）【29 連署】 

  ・執権の補佐役として設置 

 ⅱ）【30 評定衆】 

  ・重要政務、裁判などを担当 

 ⅲ）【31 御成敗式目（貞永式目）】 

  ・1232年制定。武士のための法律。公平な裁判の基準 

   ※武家社会の慣習・道徳や、頼朝以来の先例にもとづいて制定 

 ④５代執権【32 北条時頼】 

 ⅰ）【33 宝治合戦】 

  ・1247年、北条時頼が有力御家人【34 三浦泰村】を破る 

 ⅱ）【35 引付】 

  ・訴訟審理機関。裁判の公平・迅速化のために設置。引付衆が審理を行う 

 ⅲ）皇族将軍 

  ・６代将軍として朝廷から【36 宗尊親王】を迎える（９代まで続く） 

 

３）幕府の動揺 

 ①８代執権【37 北条時宗】 

 ・元の【38 フビライ=ハン】が日本に従属を求めるが、北条時宗はこれを拒否 

  →【39 蒙古襲来（元寇）】：元は大軍を率いて日本を攻めてきた 

 ⅰ）【40 文永の役】：1274年 

  ・元の集団戦法や火薬を使ったてつはうに対し、一騎打ちで戦う御家人たちは苦戦 

  ・元軍の退却後、幕府は【41 異国警固番役】を強化、沿岸に【42 防塁（石築地）】を構築 

 ⅱ）【43 弘安の役】：1281年 

  ・御家人の抵抗や防塁（石築地）により元軍は上陸できず 

  ・暴風雨がおこり、元軍は引き上げ 



 

 

入門・鎌倉３空 

 ⅱ）乱後の動き 

  ・【26      】を隠岐に配流 

  ・幕府は京都に【27      】を置き、朝廷を監視 

  ・幕府の支配が全国に広がる 

 ③３代執権【28     】 

 ⅰ）【29   】 

  ・執権の補佐役として設置 

 ⅱ）【30    】 

  ・重要政務、裁判などを担当 

 ⅲ）【31      （    ）】 

  ・1232年制定。武士のための法律。公平な裁判の基準 

   ※武家社会の慣習・道徳や、頼朝以来の先例にもとづいて制定 

 ④５代執権【32     】 

 ⅰ）【33     】 

  ・1247年、北条時頼が有力御家人【34     】を破る 

 ⅱ）【35   】 

  ・訴訟審理機関。裁判の公平・迅速化のために設置。引付衆が審理を行う 

 ⅲ）皇族将軍 

  ・６代将軍として朝廷から【36     】を迎える（９代まで続く） 

 

３）幕府の動揺 

 ①８代執権【37     】 

 ・元の【38        】が日本に従属を求めるが、北条時宗はこれを拒否 

  →【39     （  ）】：元は大軍を率いて日本を攻めてきた 

 ⅰ）【40     】：1274年 

  ・元の集団戦法や火薬を使ったてつはうに対し、一騎打ちで戦う御家人たちは苦戦 

  ・元軍の退却後、幕府は【41       】を強化、沿岸に【42   （   ）】を構築 

 ⅱ）【43     】：1281年 

  ・御家人の抵抗や防塁（石築地）により元軍は上陸できず 

  ・暴風雨がおこり、元軍は引き上げ 



 

 

入門・鎌倉４ 

 ②９代執権【44 北条貞時】 

 ⅰ）【45 得宗専制政治】の確立 

  ・【46 得宗】…北条氏の嫡流の当主のこと 

  ・得宗の下で、御内人（得宗の家臣）や北条氏一門が政治を独占 

 ⅱ）【47 霜月騒動】：1285年 

  ・内管領（御内人の中心人物）の【48 平頼綱】が、有力御家人【49 安達泰盛】を滅ぼす 

  ※1293年、北条貞時が平頼綱を滅ぼす 

 ⅲ）【50 永仁の徳政令】：1297年 

  ・窮乏する御家人を救済する目的で発令。効果は一時的 

   ※窮乏の理由：分割相続の繰り返しで領地が細分化、元寇の恩賞不足、貨幣経済の浸透 

  ・かえって経済は混乱し、御家人の不満が高まる 

  ※【51 悪党】の出現：幕府に従わず年貢も納めない新興の武士 

 

４）幕府の滅亡 

 ①14代執権【52 北条高時】 

 ・【53 後醍醐天皇】の討幕計画 

 ・協力者：新興武士の【54 楠木正成】、有力御家人の【55 足利尊氏、新田義貞】ら 

  →1333年、鎌倉幕府滅亡 

 

５）鎌倉時代の武士の生活 

 ・【56 館】を構えて生活。周囲に堀・溝・塀をめぐらせる 

 ・【57 惣領制】…武家社会における一族の結合体制。宗家の首長が惣領（家督） 

 ・武芸の重視：騎射三物の【58 流鏑馬・笠懸・犬追物】など 



 

 

入門・鎌倉４空 

 ②９代執権【44     】 

 ⅰ）【45       】の確立 

  ・【46   】…北条氏の嫡流の当主のこと 

  ・得宗の下で、御内人（得宗の家臣）や北条氏一門が政治を独占 

 ⅱ）【47     】：1285年 

  ・内管領（御内人の中心人物）の【48    】が、有力御家人【49     】を滅ぼす 

  ※1293年、北条貞時が平頼綱を滅ぼす 

 ⅲ）【50       】：1297年 

  ・窮乏する御家人を救済する目的で発令。効果は一時的 

   ※窮乏の理由：分割相続の繰り返しで領地が細分化、元寇の恩賞不足、貨幣経済の浸透 

  ・かえって経済は混乱し、御家人の不満が高まる 

  ※【51   】の出現：幕府に従わず年貢も納めない新興の武士 

 

４）幕府の滅亡 

 ①14代執権【52     】 

 ・【53      】の討幕計画 

 ・協力者：新興武士の【54     】、有力御家人の【55     、    】ら 

  →1333年、鎌倉幕府滅亡 

 

５）鎌倉時代の武士の生活 

 ・【56  】を構えて生活。周囲に堀・溝・塀をめぐらせる 

 ・【57    】…武家社会における一族の結合体制。宗家の首長が惣領（家督） 

 ・武芸の重視：騎射三物の【58    ・  ・   】など 



 

 

入門・鎌倉５ 

鎌倉時代 産業の発展 

１）鎌倉時代の農業 

 ・【１ 二毛作】：同じ土地で年２回、異なる作物を栽培・収穫 

 ・肥料：草を刈って田に敷き込む【２ 刈敷】、草木を焼いて灰を使用する【３ 草木灰】 

 ・鉄製農具の使用、牛馬耕の一般化 

 

２）鎌倉時代の商業 

 ・【４ 定期市】の開催：１カ月に３回開かれる三斎市など 

 ・【５ 見世棚（店棚）】の出現：常設の小売店 

 ・【６ 座】の出現：商工業者の同業組合。営業を独占 

 ・【７ 問（問丸）】の発達：委託販売や運送を行った業者 

 ・【８ 宋銭】：中国から輸入、使用された貨幣 

 

鎌倉文化 

１）鎌倉仏教 

 ①【９ 浄土宗】 

 ・開祖は【10 法然】。専修念仏（ひたすら念仏を唱える） 

 ②【11 浄土真宗（一向宗）】 

 ・開祖は【12 親鸞】。悪人正機説（悪人こそ救われる）を説く 

 ③【13 時宗】 

 ・開祖は【14 一遍】。踊念仏で民衆に教えを広める 

 ④【15 日蓮宗（法華宗）】 

 ・開祖は【16 日蓮】。題目を唱える 

 ⑤【17 臨済宗】 

 ・【18 栄西】が伝えた禅宗。公案を通して悟りを開く。幕府の保護を受ける 

 ⑥【19 曹洞宗】 

 ・【20 道元】が伝えた禅宗。只管打坐（ひたすら坐禅する） 

 



 

 

入門・鎌倉５空 

鎌倉時代 産業の発展 

１）鎌倉時代の農業 

 ・【１    】：同じ土地で年２回、異なる作物を栽培・収穫 

 ・肥料：草を刈って田に敷き込む【２   】、草木を焼いて灰を使用する【３    】 

 ・鉄製農具の使用、牛馬耕の一般化 

 

２）鎌倉時代の商業 

 ・【４    】の開催：１カ月に３回開かれる三斎市など 

 ・【５    （  ）】の出現：常設の小売店 

 ・【６  】の出現：商工業者の同業組合。営業を独占 

 ・【７  （  ）】の発達：委託販売や運送を行った業者 

 ・【８   】：中国から輸入、使用された貨幣 

 

鎌倉文化 

１）鎌倉仏教 

 ①【９    】 

 ・開祖は【10   】。専修念仏（ひたすら念仏を唱える） 

 ②【11     （   ）】 

 ・開祖は【12   】。悪人正機説（悪人こそ救われる）を説く 

 ③【13   】 

 ・開祖は【14   】。踊念仏で民衆に教えを広める 

 ④【15    （   ）】 

 ・開祖は【16   】。題目を唱える 

 ⑤【17    】 

 ・【18   】が伝えた禅宗。公案を通して悟りを開く。幕府の保護を受ける 

 ⑥【19    】 

 ・【20   】が伝えた禅宗。只管打坐（ひたすら坐禅する） 

 



 

 

入門・鎌倉６ 

２）文学 

 ①和歌集 

 ・『【21 新古今和歌集】』…後鳥羽上皇の命で編纂。編者は藤原定家・藤原家隆ら 

 ・『【22 金槐和歌集】』…源実朝の歌集。力強い万葉調の歌 

 ②日記・随筆 

 ・『【23 十六夜日記】』…阿仏尼の作。所領争い解決のために京都から鎌倉に赴く紀行文 

 ・『【24 方丈記】』…【25 鴨長明】の随筆。鎌倉時代初期の成立。無常観にもとづく 

 ・『【26 徒然草】』…【27 兼好法師（吉田兼好）】の随筆。鎌倉時代末期の成立。全243段 

 ③軍記物・歴史書 

 ・『【28 平家物語】』…平氏の興亡、源平の争乱などえがいた軍記物。琵琶法師が語り伝えた 

 ・『【29 愚管抄】』…慈円による歴史書。保元の乱以後を乱世・武者の世とする 

 ・『【30 吾妻鏡】』…作者未詳。鎌倉幕府の歴史（1180～1266年）を記す 

 

３）建築・彫刻 

 ・【31 東大寺南大門】：再建された大仏様の建築物 

 ・【32 円覚寺舎利殿】：禅宗様（唐様）の建築物 

 ・【33 東大寺南大門金剛力士像】…運慶とその弟子快慶らの作 

 

４）その他 

 ・『【34 蒙古襲来絵巻】』…元寇で奮戦した肥後の御家人竹崎季長が描かせた絵巻物 

 ・【35 金沢文庫】…【36 金沢実時（北条実時）】が設けた図書館 

 

 



 

 

入門・鎌倉６空 

２）文学 

 ①和歌集 

 ・『【21       】』…後鳥羽上皇の命で編纂。編者は藤原定家・藤原家隆ら 

 ・『【22      】』…源実朝の歌集。力強い万葉調の歌 

 ②日記・随筆 

 ・『【23      】』…阿仏尼の作。所領争い解決のために京都から鎌倉に赴く紀行文 

 ・『【24    】』…【25    】の随筆。鎌倉時代初期の成立。無常観にもとづく 

 ・『【26    】』…【27     （    ）】の随筆。鎌倉時代末期の成立。全243段 

 ③軍記物・歴史書 

 ・『【28     】』…平氏の興亡、源平の争乱などえがいた軍記物。琵琶法師が語り伝えた 

 ・『【29    】』…慈円による歴史書。保元の乱以後を乱世・武者の世とする 

 ・『【30    】』…作者未詳。鎌倉幕府の歴史（1180～1266年）を記す 

 

３）建築・彫刻 

 ・【31       】：再建された大仏様の建築物 

 ・【32       】：禅宗様（唐様）の建築物 

 ・【33            】…運慶とその弟子快慶らの作 

 

４）その他 

 ・『【34       】』…元寇で奮戦した肥後の御家人竹崎季長が描かせた絵巻物 

 ・【35     】…【36     （    ）】が設けた図書館 

 

 



 

 

入門・鎌倉７ 

鎌倉時代のおもな人物 

 ①鎌倉幕府の将軍（９代まで） 

 ・初代【１ 源頼朝】：鎌倉幕府を開く 

 ・２代【２ 源頼家】：暗殺される 

 ・３代【３ 源実朝】：暗殺される（源氏将軍の断絶） 

 ・４代【４ 藤原頼経】：摂家将軍の初め（～５代） 

 ・６代【５ 宗尊親王】：皇族将軍の初め（～９代） 

 

 ②鎌倉幕府の執権（16代まで） 

 ・初代【６ 北条時政】：有力御家人の排斥 

 ・２代【７ 北条義時】：承久の乱が起こる 

 ・３代【８ 北条泰時】：連署・評定衆の設置、御成敗式目の制定 

  ※【９ 北条時房】：六波羅探題・連署に就任。北条義時の弟（北条泰時の叔父） 

 ・５代【10 北条時頼】：宝治合戦、引付の設置 

 ・８代【11 北条時宗】：元寇が起こる 

 ・９代【12 北条貞時】：霜月騒動、永仁の徳政令 

 ・14代【13 北条高時】：鎌倉幕府滅亡 

 

 ③その他の重要人物 

 ・【14 和田義盛】：侍所初代別当 

 ・【15 大江広元】：公文所（政所）初代別当 

 ・【16 三善康信】：問注所初代執事 

 ・【17 後鳥羽上皇】：承久の乱後、隠岐に配流 

 ・【18 土御門上皇】：承久の乱後、土佐（のち阿波）に配流 

 ・【19 順徳上皇】：承久の乱後、佐渡に配流 

 ・【20 仲恭天皇】：承久の乱後、廃位 

 ・【21 後堀河天皇】：承久の乱後、新たに即位 

 



 

 

入門・鎌倉７空 

鎌倉時代のおもな人物 

 ①鎌倉幕府の将軍（９代まで） 

 ・初代【１    】：鎌倉幕府を開く 

 ・２代【２    】：暗殺される 

 ・３代【３    】：暗殺される（源氏将軍の断絶） 

 ・４代【４     】：摂家将軍の初め（～５代） 

 ・６代【５     】：皇族将軍の初め（～９代） 

 

 ②鎌倉幕府の執権（16代まで） 

 ・初代【６     】：有力御家人の排斥 

 ・２代【７     】：承久の乱が起こる 

 ・３代【８     】：連署・評定衆の設置、御成敗式目の制定 

  ※【９     】：六波羅探題・連署に就任。北条義時の弟（北条泰時の叔父） 

 ・５代【10     】：宝治合戦、引付の設置 

 ・８代【11     】：元寇が起こる 

 ・９代【12     】：霜月騒動、永仁の徳政令 

 ・14代【13     】：鎌倉幕府滅亡 

 

 ③その他の重要人物 

 ・【14     】：侍所初代別当 

 ・【15     】：公文所（政所）初代別当 

 ・【16     】：問注所初代執事 

 ・【17      】：承久の乱後、隠岐に配流 

 ・【18      】：承久の乱後、土佐（のち阿波）に配流 

 ・【19     】：承久の乱後、佐渡に配流 

 ・【20     】：承久の乱後、廃位 

 ・【21      】：承久の乱後、新たに即位 

 

 


