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★★★★ □ （1） 下線部①について、ビザン帝国と結びついた教会名（ア）とローマ教皇を中心とした教会名（イ）を書きなさい。

★★★ □ （2）

★★★★ □ （3） Ａに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （4） 下線部③について、このときの宗教家たちを下のア～エから二つ選び記号で答えなさい。

ア　ルソー　　　イ　ルター　　　ウ　ロック　　　エ　カルバン

★★★ □ （5） 下線部④の宗教改革に関し、カトリック教会に反対して改革を進めたので、何と呼ばれたか。

★★★ □ （6） 下線部④に関し、カトリック教会の内部でも立て直しの動きがあり、その中心となった会の名称を答えよ。

★★★ □ （7） B、C、Dに当てはまる語句をそれぞれア～エから一つずつ選び記号で書きなさい。

ア　マゼラン　　　イ　バスコ・ダ・ガマ　　　ウ　ザビエル　　　エ　コロンブス

★★ □ （8）

★★★ □ （9）

★★★ □ （10） 下線部⑥に関し、オランダは何という会社を設立したか。

　古代のローマ帝国がほろびた後、ヨーロッパや西アジアでは大きな変化があった。①一つ目は、キリスト教会が
人々の精神的な支えとなったことです。②二つ目は、アラビア半島や西アジアを中心に、イスラム教が広まったこと
です。それまで忘れられていたギリシャ、ローマの古代文明がふたたびヨーロッパに伝えられ、これを学びなおす学
問や芸術が盛んになった文芸復興（再生）のことを（　Ａ　）という。
　16世紀はじめに教皇がローマの大聖堂を改築するために売り出した※免罪符を腐敗と批判し、聖書の教えに立ち
返ろうとする③宗教家たちが、④宗教改革を始めた。
　15世紀末のヨーロッパ人は、イスラム教に対抗してキリスト教を広めようとした。スペインはポルトガルに対抗し
て、西廻り航路を開くために、イタリア人の（　Ｂ　）を援助した。1492年に（Ｂ）はアメリカ大陸を発見し、そこには、
ヨーロッパ人の知らなかった独自の文明が栄えていた。スペイン人は、16世紀前半にこれを⑤武力で征服した。そ
の他にも1498年には（　Ｃ　）がインドに到達し、16世紀後半には（　Ｄ　）の船隊が世界1周を成しとげた。世界に領
土を広げたスペインは、「日のしずむことのない帝国」と呼ばれていたが、16世紀末にスペインから⑥オランダが独
立し、17世紀にはヨーロッパの貿易や金融の中心として栄えた。
※免罪符：当時のカトリック教会は、人が罪を犯しても、ざんげして教会に献金すれば許されるとしていた。

次の文は古代のローマ帝国がほとびた後について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに
答えなさい。

下線部②について、イスラム教の勢力によって聖地エルサレムがうばわれ巡礼が妨げられたためヨーロッパ
の王や貴族が何を編成して、エルサレムを目指したか。

下線部⑤に関し、スペイン人は、16世紀前半にアメリカ大陸武力で征服したことにより、アメリカ大陸はヨー
ロッパ人の何となったか。

右の図1は、16世紀ごろの大西洋の貿易のようすである。この
貿易の名称を書きなさい、また、図1のアに当てはまる語句を
書きなさい。

目標時間

40分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

合計日付

1節 ヨーロッパ人との出会いと全国統一

第3章 近世の日本

1

B C D

（8） （9） （10）
貿易名 ア

（1） （2） （3）
ア イ

（4） （5） （6） （7）

小計
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★★★ □ （1） 下線部①のポルトガル人は日本に何を伝えたか、答えなさい。

★★★★ □ （2）

ア　平戸　　イ　博多　　　ウ　山口　　エ　堺

★ □ （3） 下線部②の宣教師は誰か、答えなさい。

★★★★ □ （4） Aには入る地名を次のア～エから一つ選び、記号で答えよ。

ア　平戸　　イ　博多　　　ウ　山口　　エ　堺

★★ □ （5） 下線部③の貿易を何というか。※ポルトガル人やスペイン人の呼び名からつけられた。

★★★★★ □ （6） 下線部③貿易について、このときの貿易で輸入したものと輸出したものをそれぞれ一つ答えよ。

★★★ □ （7）

★★★★ □ （8） 下線部④の四人の少年を、ローマ教皇のもとへ連れていったことを何というか。

★★★★ □ （9） キリスト教徒は、民衆の間にも広まったが、17世紀はじめには、信者が約何万人いたか、記号で答えよ。

ア　3万人　　イ　30万人　　　ウ　300万人　　　エ　3000万人

★★★★ □ （10）

★★★★ □ （11）

★★★★★ □ （12）

★★★★ □ （13） BとCに入る城の名称を答えよ。

★★★★ □ （14）

★★★★ □ （15） 下線部⑦の豊臣秀吉は朝廷から何に任命されたか、次のア～エから記号で答えよ。

ア　摂政　　　イ　関白　　　ウ　征夷大将軍　　　エ　管領

★★★★ □ （16） 下線部⑦の豊臣秀吉は、天皇の命令の形をとって、何を出し、全国統一事業を進めたか。

★★★ □ （17） Dに入る織田信長と豊臣秀吉の時代を何というか。

★★★★★ □ （18）

★★★★ □ （19） 下線部⑦の豊臣秀吉は日本は神国であるとして、宣教師の国外追放を命じた、このことを何というか。

下線部⑤の織田信長に関し、図１は織田と徳川連合軍と武田
氏との戦いをえがいた長篠合戦図屏風の一部です。これを見
て、織田信長が他の戦国大名にさきがて取り入れた戦い方に
ついて、簡潔に説明しなさい。

下線部⑦の豊臣秀吉は、（　①　）金山、（　②　）銀山、（　③　）銀山などの開発を行い、大判や小判などの
統一的な金貨を発行した。①～③に入る名称を答えよ。

織田信長は、安土城下で市場の税を免除し、自由に商工業が
できるようにしました。この政策を何といいますか、書きなさ
い。

（11）の制作で、座を廃止した。この廃止された座とはどのような組織だったのですか、簡潔に説明しなさい。

下線部⑥はどこの寺でおきたか、また、現在の都道府県ではどこにあたるか、答えなさい。

　1543年、①ポルトガル人を乗せた中国の船は種子島に流れ着いた。1549年、アジアで布教していたイエズス会の
②宣教師がキリスト教を伝えるために日本に来た。また、長崎や（　A　）を中心に来日したポルトガル人やスペイン
人との間で③貿易が行われた。1582年、イエズス会は、布教の成果を示すため、④四人の少年を、ローマ教皇のも
とへ連れていった。
　尾張（愛知県）の小さな戦国大名だった⑤織田信長は、1573年に室町幕府を滅亡させ、5層の天守閣をもつ（　B
）を築きました。全国統一を目前とした織田信長は⑥明智光秀にそむかれ、自害した。光秀をたおした、⑦豊臣秀吉
は信長の後継者争いに勝利し、壮大な（　C　）を築いて本拠地とした。九州統一を目前にした、島津氏を降伏させ、
関東の北条氏、奥羽の大名も秀吉に従ったので、全国統一を完成させた。織田信長と豊臣秀吉の時代を合わせて
（　D　）時代という。

次の文は「ヨーロッパ人との出会いと織田信長と豊臣秀吉」ついて、まとめたレポートである。文を読み次の各問い
に答えなさい。

ヨーロッパ人によって種子島に伝えられた（1）は、のちに日本で生産されるようになりました。当時の（1）の
主な生産地を、次のア～エの都市の中から１つ選び、その記号を書きなさい。

下線部③の貿易の利益に着目した九州各地の戦国大名の中には、キリスト教徒になったものがいた。この
ような大名を何と呼ぶか。
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★★★★ □ （1） AとBに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★ □ （2） Cに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （3） Dに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★★ □ （4）

★★★★ □ （5）

ア　倭寇を取りまり、勘合貿易を開始した。 エ

イ　貿易港を長崎に限定し、貿易の統制を行った。

ウ　執権の地位につき、将軍を補佐して政治を行った。

エ　関白の地位につき、天皇の権威を利用して政治を行った。

★★★★ □ （6） 下線部②の城に関し、城には支配者の権威を示す、高くそびえる何がつくられたか。

★★★ □ （7） Eに入る文化の名称を答えよ。

　①豊臣秀吉は、それまでまちまちだった、ものさしやますを統一するとともに（　A　）を行い全国の田畑の面
積や土地のよしあしを調べ、予想される収穫量を、すべて米の体積である（　B　）であらわした。また、（　C　）を命じ
て農民や寺院から刀や弓、やり、鉄砲などの武器を取り上げた。これらの政策によって武器と農民との身分の区別
がはっきりした。これを（　D　）という。
　この時代の文化は古い社会のしくみがこわされ、活気がみなぎった時代である。下剋上で成り上がった大名や大
商人たちがつくりあげた雄大で豪華な文化を（　E　）と呼ぶ。（E）を代表するのは安土城や大阪城などの壮大な②
城です。城のふすまや屏風には（　F　)らの画家によってはなやかな絵がえがかれた。豊臣秀吉に仕えた（　G　）
は、名誉や富よりも内面の精神性を重視し、質素なわび茶の作法を完成させた。17世紀には（　H　）という女性が始
めかぶき踊りも人気を集めた。活版印刷術も伝えられ、聖書など布教に必要な書物や、　③日本の書物がローマ字
で印刷された。ヨーロッパの文化から影響を受けて成立した芸術や流行の風俗を（　I　）文化という。

次の文は「豊臣秀吉が行った政策と桃山文化」ついて、まとめたレポートである。レポートを読み次の各問いに答え
なさい。

下線部①の秀吉は1592年に、明の征服を目指して、諸大名に命じ、15万人の大軍を朝鮮に派遣した。このこ
とを何というか。また、1597年にふたたび明と戦ったことを何というか。

下線部①の秀吉が行ったことについ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。

3

（2） （4）

（9）

（15）（14） （17）
寺 場所

（16）

（18） （19）
① ② ③

（12） （13）
B C

輸入したもの 輸出したもの

（10） （11）

（1） （3） （5）

（6） （7） （8）

小計
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★★★ □ （8） 図1はFが書いた唐獅子図屏風である。Fに入る人物名を答えよ。

★★ □ （9） Gに入る人物名を答えよ。

★★★ □ （10） Hに入る人物名を答えよ。

★★★★★ □ （11）

★★ □ （12） Iに当てはまる文化を答えよ。

★★ □ （13）

　1　銀閣　　　　2　姫路城　　　3　金閣　　　　4　東大寺南大門

この時代の歴史的建造物として最も適切なものを，次の 〜 の中から一つ
選び、その番号を書きなさい。

下線部③に関し、図2はローマ字で書かれた日本の書物である。図2をみ
て、何についてローマ字で書かれたものか答えよ。

（5）

（13）

（8） （9） （10）

（11） （12）

（1） （2） （3）
A B

（4） （6） （7）
1592年の戦い 1597年の戦い

小計

図1

図2
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★★ □ （1） Aに当てはまる人物名を答えなさい。

★★★ □ （2） Bに当てはまる戦いの名称を答えなさい。

★★ □ （3） Cに当てはまる語句を下のア～エから一つ選び記号で答えなさい。また、Dに当てはまる語句を答えなさい。

ア　関白　　　イ　摂政　　　ウ　征夷大将軍　　　エ　執権

★★★★ □ （4） 下線部①の幕府の直接の支配地を何というか。

★★★★★ □ （5） Eに当てはまる数字を下のア～エから一つ選び記号で答えなさい。

ア　1　　イ　2　　ウ　3　　エ　4

★★★★★ □ （6） 下線部②に関し、藩を治めていた大名とはどのような武士ですか、領地に着目して簡潔に書きなさい。

★★★ □ （7）

★★★ □ （8） 下線部③の大名を取り締まるために法律を何というか。

★★ □ （9）

★★★★ □ （10） 幕府が朝廷を監視するために、何を置いたか。

★★★★ □ （11） 天皇や公家の行動を制限し、政治上の力を持たせなかった法律を何というか。

★★★ □ （12）

★★★★ □ （13）

★★★★ □ （14） 下線部⑤の武士は支配特権として何を持ったか、一つ答えなさい。

★★★ □ （15）

★★★ □ （16）

ア　地頭の置かれた荘園では、荘園領主と別に地頭が農民を支配しはじめた。

イ　新しく開墾した土地は自分の土地にできる、墾田永年私財法が出された。

ウ　田畑の広さや土地のよしあし、耕作者を調べる太閤検地が行われた。

エ　幕府や藩は、五人組を組織して年貢納入や犯罪防止に連帯責任をとらせた。

右の資料は、このしくみが用いられた頃の幕領と大名の領地を表してい
る。当時の幕府は、大名をどのように配置したか。資料を参考にして、次の
語句をすべて用いて書きなさい。　<親藩と譜代大名　　外様大名>

下線部⑥の百姓には、土地をもつ（　ア　）百姓と土地を持たず小作を行
う（　イ　）百姓の区別があった。ア、イに当てはまる語句をそれぞれ書きな
さい。

次のア～工は、古代から近世にかけての農民や土地に関する制度につい
てまとめたものである。ア～工を、書かれた内容の古いものから順に並べ
ると、どのようになるか、その記号を書きなさい。

下線部④に関しこのときの第3代将軍の名前を書きなさい。また、この制
度を何というか、答えなさい。

江戸時代に交通路の整備が進められました。このうち、東海道などの江戸を起点とした主要な道をまとめて
何といいますか、書きなさい。

右の図は江戸幕府のしくみについて表した図である。アは非常の時など必
要に応じて置かれた職である。この職を何というか、書きなさい。

次の文は「江戸時代の成立とさまざまな身分」ついて、まとめたレポートである。レポートを読み次の各問いに答え
なさい。

　豊臣秀吉の死後、関東を領地とする（　A　）が勢力をのばした。石田三成を中心とした西軍と家康を中心と
する東軍に分かれて戦った。この戦いを（　B　）の戦いという。これに勝利した（A)は1603年、朝廷から（　C　）に任
命され（　D　）幕府を開いた。江戸幕府は260年余り続く平和な時代をつくりあげました。①幕府の直接の支配地は
約400万石で全国の石高の約（　E　）分の1にまでおよんだ。大名の領地とその支配のしくみを②藩という。③幕府
は、大名を取り締まるために法律を定めた。また、④第3代将軍は大名を1年おきに領地と江戸を往復する制度をつ
くった。
　このころ、太閤検地や刀狩などによって定まった身分は、江戸時代になってさらに強まり身分は⑤武士・町人・⑥
百姓に大きく分かれた。

目標時間

30分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

合計日付

2節 江戸幕府の成立と鎖国

第3章 近世の日本

1

図
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★★ □ （1） Aに当てはまる語句を答えなさい。

★★★★ □ （2） Bに当てはまる語句を答えなさい。

★★★★★ □ （3） 下線部①に関し、幕府は1612年、キリスト教禁止令を出し、迫害しましたが、その理由を簡潔に答えなさい。

★★ □ （4）

★★★★ □ （5） Cに当てはまる語句を答えなさい。

★★★★ □ （6） DとEに当てはまる語句を次の選択肢から二つ選び記号で答えなさい。

ア　イギリス　　イ　オランダ　　ウ　ポルトガル　　　エ　アメリカ　　　オ　中国　

★★★★ □ （7） 幕府は、ヨーロッパやアジアの情報を入手するため、CとEに名を提出させたか、答えなさい。

★★★★ □ （8） Fに当てはまる語句を答えなさい。

★★ □ （9）

★★★ □ （10） Gに当てはまる国名を答えなさい。

★★★★★ □ （11）

★★★★ □ （12） Hに当てはまる語句を答えなさい。

★★★ □ （13）

★★★★ □ （14） Iに当てはまる人物名を答えなさい。

1635年に徳川家光は日本人の海外渡航を全面的に禁止するとともに、長崎の町中に住んでいたポルトガル
人をどこに移し、日本人と交流できないようにしたか。

下線部②の貿易に関し、幕府からの輸出は金や銀であったが、大量流出が経済の
混乱を招くとして、（　ア　）と（　イ　）にかえるようになったか。

下線部③の琉球王国に関し、琉球王国は、将軍や琉球王国に代替わりがあると、江戸に行きあいさつをし
た、このことを何というか。

右図は幕府がキリスト教徒を発見するために使用したものである。幕府
は何を行ったか答えなさい。

次の文は「貿易の振興と鎖国」ついて、まとめたレポートである。レポートを読み次の各問いに答えなさい。

　徳川家康は海外との貿易の発展に努め、日本船の渡航を許す（　A　）状を発行した。京都や堺（大阪府）、長崎な
どの商人や西日本の大名の中には（A）船貿易を行う者も出た。これにともない、多くの日本人が海外へ移住し、東
南アジアの各地には（　B　）ができた。①キリスト教徒への迫害や、重い年貢の取り立てに苦しんだ島原（長崎県）
や天草（熊本県）の人々は1637年、神の使いとされる天草四郎（益田時貞）という少年を大将にして（　C　）　を起こ
した。1641年には（　D　）船と（　E　）船だけが長崎で貿易が許されることになりました。この幕府による禁教、貿易
統制、外交独占の体制を（　F　）と呼んでいる。
　17世紀半ば、中国大陸では国内での反乱によって明が滅び、中国東北部の女真族が建国した（　G　）が、
中国全土を支配下に置いた。日本は東南アジアの品物を必要としていたので、（D）人と（E）人と②長崎で貿易を
行った。1609年、対馬藩（長崎県）の努力で日本と朝鮮との間に国交が回復し、将軍の代がわりごとなどに、祝賀の
使節（　H　）が日本に派遣された。それまで独立国だった③琉球王国は、薩摩藩に攻められ服属した。蝦夷地の南
部に領地をもつ松前藩は、アイヌの人々との交易を独占し、わずかな米や食器などの日用品を、大量のさけやこん
ぶなどと交換し大きな利益をえた。これに不満を持ったアイヌの人々は、17世紀後半、首長の（　I　）を中心に戦いを
起こした。

2

（5）
C D

（3）

（12） （13） （14）

（15） （16）
ア イ

（9） （10） （11）
将軍名 制度

（1） （2） （4）

（6） （7） （8）

小計

小計

ア イ

（12） （13） （14）

C E

（8） （9） （10） （11）

（1） （2） （3）

（4） （5） （6） （7）

https://iidrill.com/


 

 
https://iidrill.com 

 

★★★★ □ （1）

★★★★ □ （2）

★★★★★ □ （3）

ア　くじら漁　　　　イ　かつお漁　　　　　ウ　いわし漁　　　エ　にしん漁

★★★★ □ （4） AとBに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★★ □ （5）

★★ □ （6） 下線部③の天下の台所と呼ばれたのは次のア～エのどれか、記号で答えなさい。

ア　京都　　　イ　名古屋　　　ウ　奈良　　　エ　大阪

★★★★ □ （7） 諸藩は（6）に何を置いて、米や特産物を販売したか。

★★ □ （8） Cに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★★ □ （9） 都市部で（8）がつくられた。（8）について、簡潔に説明しなさい。

★★★★ □ （10） Dには人物名、Eには学問が入る。それぞれ当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （11） Gに当てはまる文化の名称を書きなさい。

★★★★ □ （12） 次のa～ｃに関係がある人物名をア～ウの中からそれぞれ選び記号で答えなさい。

a人形浄瑠璃　　ｂ浮世草子（小説）　ｃ俳句（俳諧）　

ア　井原西鶴　　イ　近松門左衛門　　ウ　松尾芭蕉　　

★★★★ □ （13） 次のｄ～ｆに関係がある人物名をエ～カの中からそれぞれ選び記号で答えなさい。

ｄ大和絵風の装飾画　e浮世絵　f歌舞伎

エ　尾形光琳　　オ　市川團十郎　　カ　菱川師宣

次の文は「諸産業の発達と元禄文化」ついて、まとめたレポートである。レポートを読み次の各問いに答えなさい。

 幕府や藩は、土地の開墾に力を注ぎ、用水路を作ったり、海や広い沼地を干拓したりして、大きな①新田を
開発した。②水産業では、各地域で、それぞれの漁がさかんになりました。交通路も発達し、大阪と江戸の間には、
木綿や油、しょう油を運ぶ（　A　）や酒を運ぶ（　B　）が定期的に往復するようになった。
 17世紀末、江戸は「将軍のおひざもと」といわれる将軍の城下町で、18世紀はじめには人口約100万人の大都市に
成長した。全国の商業や金融の中心地は、③天下の台所と呼ばれた。都市では、問屋や仲買いなどの大商人が、（
C　）という同業者組織を作り、幕府の許可を得て営業を独占した。
　第5代将軍（　D　）は儒学を奨励した。儒学の中では、身分秩序を重視する（　E　）が広く学ばれた。京都や大阪を
中心とする上方では、都市の繁栄を背景に、経済力を持った町人を担い手とする新しい、（　G　）文化が栄えた。

下線部①関し、農業では技術が進み、右の図のように、江戸時代に農具
が発明された。この農具の名称を答えよ。また、この農具を使用すること
で、どのような農作業が能率よくできるようになりましたか、書きなさい。

農村でつくられた、原料となる、麻、わた、あぶらなや、染料に使うあいや
べにばななどの作物を何というか。

下線部②の水産業に産業に関し、水産業では網が改良され， 九十九里 （千葉県）で大規模な漁が行われ
ました。その漁として最も適切なものを、次のア～エの中から１つ選び、その記号を書きなさい。

右の図は、江戸時代に手紙や荷物を運ぶときに活躍した人である。この人を何という
か、答えなさい。

目標時間

50分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

合計日付

3節 産業の発達と幕府政治の動き

第3章 近世の日本
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★★★ □ （1） Aに当てはまる人物名を書きなさい。

★★★ □ （2） Bに当てはまる法律名を書きなさい。

★★★ □ （3） Cに入る語句を答えなさい。

★★★ □ （4） Dには改革の名称が入る、この改革名を答えなさい。

★★★ □ （5） EとFに入る語句をそれぞれ書きなさい。

★★★★ □ （6） Gに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★ □ （7） Hに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （8） Iに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★ □ （9） 右の図はIに関する図である。なぜ名前が円形に書かれているか、簡潔に書きなさい。

★★★ □ （10） Jに当てはまる語句を書きなさい。

次の文は「享保の改革と社会の変化」ついて、まとめたレポートである。レポートを読み次の各問いに答えなさい。

　1716（享保元）年に（　A　）が紀伊（和歌山県）藩主から第8代将軍になったとき、幕府は財政難に苦しんで
いた。（　B　）という裁判の基準となる法律を定め、庶民の意見を聞く（　C　）を設置した。吉宗の行った（　D　）に
よって財政は一時的に立ち直った。
　農業の発達にともなって、農具や肥料を購入するなど、農民にも貨幣が必要となり、自給自足に近かった農村は
変わっていった。土地を手放して（　E　）となる者や都市に出稼ぎに出る者も多くなり、一方で土地を買い集めて（　F
）となる者が出るなど農民の間で貧富の差が拡大した。
　18世紀ごろから、商品を買い集める問屋が農民に織機（しょっき）やお金を前貸しして布を織らせ、製品を安く買い
取るようになった。これを（　G　）という。19世紀ごろには、大商人や地主の中に、工場をつくり人をやとって分業で製
品をつくる者が現れた。これを（　H　）といい、近代工業発展の基礎になった。
　18 世紀になると、農村では多くの村が団結して、領主に年貢の軽減や不正を働く代官の交代などを要求する（　I
）を起こし、大名の城下に押し寄せることもあった。都市では、米の買いしめをした商人に対する（　J　）が起こった。
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★★★ □ （1） Aに当てはまる改革名を書きなさい。

★★★★ □ （2） 下線部①に関し、1808年に、イギリスの軍艦が長崎港に侵入する事件がおきた、これを何というか。

★★★★ □ （3） Bに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★★ □ （4） 下線部②の蘭学者の名前を2人書きなさい。

★★★★ □ （5） 下線部③の出来事を何というか。

★★ □ （6） Cは大坂町奉行の役人で陽明学者である。この人物名を答えなさい。

★★★ □ （7） Dに当てはまる改革名を書きなさい。

★★★★ □ （8） 17世紀後半に使われた、藩独自の紙幣を何というか。

★★★★ □ （9） 下線部a、ｂ、ｃが行ったことを下のア～ウからそれぞれ選び、記号で答えよ。

★★★★★ □ （10） 次の①・②・③の文に関係のある藩の名称を下のア～エから一つずつ選び記号で答えよ。

①　奄美群島でとれる黒砂糖の専売制や琉球を使った、幕府の許可のない密売などで経済力をたくわえた。

②　陶磁器を専売制にし、ヨーロッパに輸出した。

③　領内の港で他藩の船に対する金融業を行った。

ア　長州藩　　イ　薩摩藩　　　ウ　土佐藩　　エ　肥前藩

★★★★ □ （11）

　　ア　アメリカの独立　　　イ　フランスの革命　　　ウ　アヘン戦争　　　エ　ロシア革命

★★★★ □ （12）

ア　公事方御定書という裁判の基準となる法律を整備した。　　　　

イ　江戸や大阪周辺の大名などの領地を、幕府の領地にしようとした。

ウ　政治を批判する出版物をきびしくとりしまり、朱子学を奨励した。

エ　長崎貿易を盛んにしたり大商人の力を利用したりして、財政の再建を図った。

★★★★ □ （13）

　　ア　開国に反対した人々を処罰した井伊直弼が、江戸城の桜田門外で暗殺された。

　　イ　老中の田沼意次が商人たちに株仲間の結成を奨励し、特権を与えて税を取った。

　　ウ　大塩平八郎が同志や貧しい人々によびかけて、大阪で乱を起こした。

　　エ　幕府は、大名を1年おきに領地と江戸を往復させる参勤交代の制度を定めた。

　18世紀後半、低い身分の武士から老中になったa田沼意次は、幕府の財政を立て直そうとした。1782年に起こっ
た天明のききんにより、各地で百姓一揆や打ちこわしが起こり、田沼意次はやめさせられた。1787年には、江戸や
大坂で大規模な打ちこわしが起きた。こうした中で老中になったb松平定信は、祖父徳川吉宗の政治を理想とする（
A　）を始めた。
　①19世紀になると、ロシアやイギリス、アメリカなどの船が日本に近づくようになった。1825年、幕府は（　B　）を出
し、漂流民を引き渡そうとしたアメリカの商船を砲撃するという事件が起きた。②蘭学者たちは、外国船の打ちはら
いを批判する書物を書き、③1839年に、幕府によって厳しい処罰を受けた。1837年、（　C　）は弟子など300人ほど
で大商人をおそい、米や金をききんで苦しむ人々に分けようとした。(（C）の乱)
　1841年、老中のｃ水野忠邦は、幕府の力を回復するため、（　D　）を行った。しかし、改革は2年余りで失敗し、忠邦
は老中をやめさせられた。

次の文は「寛政の改革と天保の改革」ついて、まとめたレポートである。レポートを読み次の各問いに答えなさい。

享保の改革からAまでの期間に起こった出来事について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。

ア　江戸に出てきていた農民を故郷に帰し、倹約令を出すとともに、旗本や御家人が札差からしていた借金
を帳消しにしたたり、政治批判を禁じたり、出版を厳しく統制した。

イ　株仲間を解散を命じ、江戸に出かせぎにきている農民を故郷の村へ帰させた。また、江戸や大阪周辺の
農村を幕領にしようとしたが、大名や旗本の強い反対にあった。

ウ　商工業者が株仲間をつくることを奨励し、特権を与えるかわりに営業税を取ったが、地位や特権を求め
てわいろが横行した。

Dが行われたころに世界で起こっていた出来事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。

幕府の改革に関し、次のア～エは、徳川吉宗、田沼意次、松平定信、水野忠邦のそれぞれが行った政治の内
容について述べています。これらのできごとを年代の古い順に並べるとどのようになりますか、その記号を順
に書きなさい。
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★★★ □ （1） Ａ、Ｂに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★ □ （2） C、D、Eに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★ □ （3）

★★★ □ （4） Fに当てはまる文化の名称を答えなさい。

★★★ □ （5） 下線部①の多色刷りの美しい版画のことを何というか。

★★★ □ （6） Gに当てはまる人物名を答えなさい。

★★★ □ （7）

★★★ □ （8）

★★★ □ （9） 下線部②の長編小説に関し、東海道中膝栗毛と南総里見八犬伝を書いた人物を答えなさい。

★★★ □ （10） Jに当てはまる人物名を答えなさい。

★★★ □ （11） Kに当てはまる人物名を答えなさい。

★★★ □ （12） Lに当てはまる語句を答えなさい。

★★★ □ （13）

★★★ □ （14） 下線部③に関し、読み・書き・そろばんを教えるところを何といいますか。

次の文は「化政文化」ついて、まとめたレポートである。レポートを読み次の各問いに答えなさい。

　18世紀半ばに（　A　）が、日本古来の伝統を評価する「古事記伝」をあらわし、（　B　）を大成した。同じころ
（　C　）などがヨーロッパの解剖書を翻訳した「（　D　）」を出版し、オランダ語でヨーロッパの文化を学ぶ（　E　）の基
礎を築いた。
　19世紀初めの文化・文政年間には、文化の中心が上方から江戸に移った。この時代の庶民を担い手とする文化
を（　F　）という。鈴木春信が①多色刷りの美しい版画をはじめ、その版画は大流行し、東洲斎写楽は人気の歌舞伎
役者の絵をえがき、（　G　）は美人画、（　H　）や（　I　）は風景画に優れた作品を残した。貸本屋が発達し、②長編
小説が多くの人に読まれた。俳句では、（　J　）が絵のような風景を表現し、（　K　）は農民の素朴な感情をよんだ。
　諸藩では、（　L　）を設け、武士に学問や武道を教え、人材の育成を図った。③庶民の間にも教育への関心が高
まった。

19世紀はじめに、幕府の命令で全国の海岸線を測量し、現在と変わらないほど正確な日本地図をつくった人
物はだれですか、書きなさい。

シーボルトは，19世紀はじめに、医師として長崎の出島に赴任してきました。このころ、出島での貿易を幕府
に許されていたヨーロッパの国はどこですか、その国名を書きなさい。

Hには右の資料1の風景がを書いた人物が当ては
まる、この人物名を答えなさい。

Iには右の資料2の風景がを書いた人物が当ては
まる、この人物名を答えなさい。
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