


   年  組  番 名前            

ワークシート 古代ギリシア史 ペルシア戦争                「世界史のミュージアム」本誌 P.61 

入試の視点 ペルシア戦争が，その後のアテネの歴史に与えた影響について説明しなさい。 

（150字程度）首都大学東京改 

問１ ペルシア戦争までのアテネの歴史の歩みをふりかえってみよう。 

 （本誌 P.57 １・２） 

   ペロポネソス半島や地中海沿岸部には数多くのポリスが作られたが，アテネもその一つ。 

   アテネでは，前８世紀半ばに王政から     政に移行した。    

前７世紀頃，植民活動が活発化して商工業及び貨幣経済が発達し，豊かになった平民は武器を購入し武装

した         となった。かれらは戦力の中心となって政治的地位を高め，やがて貴族に対して

参政権を求めるようになった。 

 （本誌 P.60 １・２） 

   アテネでは以下のような過程で平民の政治参加（民主化）が進んでいった。 

年代 改革の名称 改革の内容 

前 621頃         の立法                              

前 594         の改革                              

前 561頃         の僭主政                              

前 508               の改革                              

 

問２ ペルシア戦争におけるサラミスの海戦について，調べてみよう。 

  （本誌 P.61 １ 視点のヒント） 

   アテネの         は海軍を拡充し，ギリシア連合軍を指揮してサラミスの海戦で大勝利をおさ

めた。200 隻の三段櫂船の漕ぎ手として動員されたのが武器を購入できない      たちであった。

彼らの活躍の結果，戦後の政治的な発言力が高まった。これを背景にアテネの民主政は完成に向かった。 

 

問３ ペルシア戦争後のペリクレス時代について，まとめよう。 

  （本誌 P.61 ２ 視点のヒント・世界史の交差点） 

   アテネではペルシア戦争後に      が形成された。    が最高決定機関で，役人は抽選      

で選出されるほど徹底していた。将軍のみが選挙で，再選も認められていたので       が長期間

アテネを指導した。 

   ペリクレスが指導するアテネは，ペルシアの襲来に備えてポリス間の同盟を提案した。 

   その結果できたのが      である。約 150のポリスが参加したが，戦時の協力や同盟基金支払いの

義務を果たしても同盟の要職はアテネが握り，同盟基金の金庫もアテネのアクロポリスに移されて流用さ

れた。ペルシア戦争で破壊された       神殿を再建する際の財源も同盟基金であった。これに反

発したポリスを武力で鎮圧するなどしたため，この時代のアテネを「海上帝国」と呼ぶこともある。 

 

問４ 以上の学びをもとに「ペルシア戦争がアテネに与えた影響」を 150字程度に要約してまとめよう。 
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