
⃣1次の A~D の資料をみて、下の各問いに答えなさい。

A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B

C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D

（1）資料 A は、江戸幕府が大名を支配するために出した法律である。この法律の名称を答えなさ

い。

（2）資料 A の法律がだされたころ、次のア～ウの出来事を、年代の古い順に並べなさい。

ア：豊臣氏の滅亡　　イ：関ヶ原の戦い　ウ：江戸幕府の成立

（3）下の地図は、1660 年ころの主な大名の配置図である。

色の塗られた地域の大名は何と言われるか。

（4）（3）の大名の配置の特徴について、地図から読み取って答えなさい。

（5）資料 B は 1792 年のできごとを描いたものである。資料中の馬に乗った人物は、ある国から帰

国したが、そのある国とはどこか。

（6）（5）の人物が帰国したころは、幕府が改革を行っていたが、その改革の名称を答えなさい。

大名は城を新築してはならない。

大名どうしは、幕府に無断で

結婚を取り決めてはならない。

この町を楽市としたうえは、商売について、

あらゆる課税を行わない。

街道を往来する商人は、中山道を素通りせず、

必ず（　①　）に寄宿せよ。



（ ⃣7）（6）の改革を進めた、幕府の老中を答えなさい。

（ ⃣8）（ ⃣7）の老中の前の老中について述べた、下の文章の（　②　）にあてはまる人物名を答えなさい。

また、（　③　）、（　④　）にあてはまる語句を、次のア～エから選んで記号で答えなさい。

ア：商業　　イ：工業　　ウ：農業　　エ：運輸業

　老中の（　②　）は、ほかの幕府の改革がすべて（　③　）の立て直しをはかった

のに対して、経済活動がさかんになった国の実態に合わせて、（　④　）や貿易で

幕府の財政を安定させようとした。

（９）資料 C の人物は、もと大坂町奉行の役人で、１８３７年に反乱を起こした人物です。

この人物名を答えなさい。

（10）この反乱が起きた時期は、幕府の力が弱くなっていった時期である。

そのことがわかる点を、（9）の問題文をよく読んで答えなさい。

（11）この反乱の直後、幕府の老中の水野忠邦が行った改革をなんというか。

（12）水野忠邦の改革や、そのころの様子をのべた文章として、間違っているものを、次のア～エ

から選び、記号で答えなさい。

ア：ぜいたく品の禁止や、出版・風俗のとりしまりを行った。

イ：外国船打ち払い令をゆるめた。

ウ：新田開発をすすめ、上米の制を定めた。

エ：薩摩藩や長州藩でも改革がすすめられた。

（13）資料 D の政策を進めた戦国大名の名前を答えなさい。

（14）この政策をなんというか。

（15）資料 D 中の（　①　）には、この戦国大名の壮大な城と城下町を築いた町の名前が入る。

この町の名前を答えなさい。また、下の地図のア～ウから、その町の位置を選び、記号で答えなさ

い。

（16）この戦国大名が、（　①　）の場所に城を築いた理由を上の地図から読み取って、簡単に説明

しなさい。

（17）資料 A～D を年代の古い順に並べなさい。



⃣2次の文章は、中学生の「けんじくん」と「あみさん」が修学旅行で

訪れた日本のある場所での会話です。下の各問いに答えなさい。

あみ　 ：あそこ海岸に大きな石碑があるね。なんて書いてあるのかな。

けんじ：「鉄砲伝来記功碑」って書いてあったよ。

あみ　 ：つまり、この場所に鉄砲が伝わったってことだね。

けんじ：そうか、1543 年に（　①　）人が日本人にはじめて鉄砲を伝えたのは、この海岸だったんだ。

あみ　 ：そうだね。そしてその 6 年後には、（　②　）がキリスト教を伝えにやってきたんだね。

けんじ：でも、地球の反対側から、どうしてわざわざ日本にキリスト教を伝えに来る必要があったの

　　　　　かな。航海も、今よりずっと危険だったのに。

あみ　：でも、鉄砲やキリスト教など、日本にヨーロッパからたくさんのものが影響で、日本の社会の

　　　　　ようすも大きく変化したよね。

けんじ：そうか、そのころの日本は、もう世界の動きと一体になっていたんだね。でも、天下統一後、

　　　　　豊臣秀吉や徳川家康は、貿易を奨励したけど、キリスト教は禁止したよね。

あみ　：そう。その動きがやがて、江戸幕府の鎖国政策につながっていくよ。

けんじ：ここは日本の歴史が世界へ開かれた、一つのとびらだったんだね。

（1）会話中の下線部アの場所はどこか。地名を答えなさい。

（2）会話中の（　①　）にあてはまる国の名前を答えなさい。

（3）会話中の下線部イについて、この日本人とヨーロッパ人の出会いを仲立ちしたのはどこの国の

人か。国の名前を答えなさい。

（4）会話中の（　②　）にあてはまる人物名を答えなさい。

（5）会話中の下線部ウについて、（1）の場所と、キリスト教が伝えられた場所は、現在は同じ県に

あります。この県名を答えなさい。

（6）会話中の下線部エについて、当時ヨーロッパがアジアにまでキリスト教を伝えようとした理由を、

　　次の語句をつかって、簡単に説明しなさい。　

　　　【宗教改革】

（ ⃣7）会話中の下線部オについて、日本とヨーロッパの貿易をなんというか。

（ ⃣8）会話中の下線部カについて、鉄砲が伝わったことによって、どのような変化があったか。

（9）会話中の下線部キについて、秀吉や家康のころの貿易の様子として間違っているものを、次

のア～エから選んで記号で答えなさい。

ア：フィリピンやタイに日本人町ができた。

イ：勘合という合い札によって、正式な貿易船として認められた。

ウ：朱印状という許可書を与えられた商人が貿易を行った。

エ：堺や長崎、平戸などの港町が栄えた。



（10）会話中の下線部クについて、秀吉や家康がキリスト教を禁止した理由を、簡単に説明しなさ

い。

（11）会話文中の下線部ケについて、鎖国当時の日本の周辺のようすをあらわした文章として、間

違っているものを、次のア～エから選んで、記号で答えなさい。

ア：琉球は薩摩藩に服属したが、中国とも貿易していた。

イ：蝦夷地（北海道）のアイヌ民族は、千島列島や樺太の人々と交易していた。

ウ：長崎に入港したオランダ船から、西洋の科学書やキリスト教の書物が輸入された。

エ：対馬藩は、朝鮮との貿易を許され、木綿や朝鮮にんじんなどが輸入された。

⃣3次の資料は、「からかさ連判状」である。これについて、下の各

問いに答えなさい。

（1）この資料に書かれている署名は、領主に年貢の軽減などを要求した際に、団結のあかしとして

書いたものです。このように、農民が集団で要求を通そうとすることを何というか。

（2）下のグラフは、こうした農民の行動や、都市を中心として打ちこわしの発生件数をあらわしたも

のである。こうした行動は、どのようなときに多くなっているか。

グラフから読み取って答えなさい。

（3）上のグラフ中の「元禄文化」の文化財として適当なものを、下のア・イから選んで、記号で答え

なさい。

　　　　ア　　　　　　　　　　　　　　　イ



（4）下の資料 A は江戸幕府が農民の生活心得を示すために出したといわれている触書です。

幕府が農民の生活の細部まで規制しようとした理由を、資料 B の人口の割合を示したブラフを参

考にして簡単に説明しなさい。

資料 A
一　朝は早く起きて草を刈り、昼は田畑の耕作をし、

晩には縄をない、俵をあみ、それぞれの仕事に気を抜くことなくはげむこと。

一　酒や茶を買って飲まないようにせよ。

一　百姓は雑穀を食べ、米を多く食いつぶさぬようにせよ。

一　百姓の衣類は、麻と木綿に限る。

資料 B



⃣4次の年表をみて、下の各問いに答えなさい。

年代 できごと

１６００

１６０３

１６１５

１６３５

１６３７

１６３９

１６４９

天下分け目の（　①　）の戦いがおこる

江戸幕府が成立する

大名を統制するための（　②　）が定められる

3 代将軍（　③　）が、参勤交代を制度化する

（④）一揆がおきる

ポルトガル船の来航が禁止され、（　⑤　）の体制が固まる

慶安のお触書が出される。

（1）年表中の（　①　）～（　⑤　）に当てはまる語句を答えなさい。

（2）年表中の A の江戸幕府は、朝廷が、ァ誰を、ィ何というくらいに任ずることによって成立したか。

ア、イの人物名・語句をそれぞれ答えなさい。

（3）江戸幕府が支配する大名は、大きくしたのア～ウの三つに分かれていた。

年表中の（　①　）の戦いの前から徳川氏に従っていた大名をア～ウから選び、記号で答えなさい。

ア：譜代大名　イ：親藩　ウ：外様大名

（4）年表中の B の制度で、大名が自分の領地以外に、一年おきに住むことを定められた場所を答

えなさい。

（5）年表中の C の後も、下の資料の場所では貿易が許されたが、長崎にあったこの場所の名称を

答えなさい。



⃣5次の文章を読んで、下の各問いに答えなさい。

ァ江戸幕府の支配のしくみは、3 代将軍徳川家光のころまでに整えられました。

幕府は、ィ大名の配置に工夫をこらし、ゥ大名や朝廷を統制するための法令を定めるなどして、幕

府支配の基礎を築きました。

（1）文中の下線部アの幕府において、将軍のもとで政治の運営にあたった役職を、漢字２字で答

えなさい。

（2）文中の下線部イについて、大名の領地とその政治組織を何というか。漢字 1 字で答えなさい。

また、幕府が大名の配置のためにこらした工夫について、下の地図を参考にして、簡単に説明し

なさい。

（3）文中の下線部ウについて、朝廷を統制するために定めた法律を答えなさい。

（4）幕府が参勤交代の制度を定めることで、大名にはどのような影響があり、幕府にはどのような

利点があるか。それぞれ簡単に説明しなさい。



⃣6次の資料をみて、下の各問いに答えなさい。

一　朝は早く起きて草を刈り、昼は田畑の耕作をし、晩には縄をない、

　　俵をあみ、それぞれの仕事に気を抜くことなくはげむこと。

一　酒や茶を買って飲まないようにせよ。

一　百姓は雑穀を食べ、□を多く食いつぶさぬようにせよ。

一　百姓の衣類は、麻と木綿に限る。

（1）この資料の名称を答えなさい。

（2）資料は江戸時代のどの身分から、どの身分に対してだされたものか。

下のア～ウから選び、記号で答えなさい。

ア：町人　イ：武士　ウ：農民

（3）資料中の□にあてはまる穀物を答えなさい。

（4）下のグラフ中のア～オのうち、資料中の下線部 a にあたるものを選んで、記号で答えなさい。

（5）江戸時代に、土地を持たない農民は何と呼ばれたか。

（6）江戸時代の農民がおさめる年貢には、「五公五民」、「四公六民」といわれる割合があった。

「五公五民」「四公六民」とでは、どちらが農民にとって厳しい年貢の割合か。

（ ⃣7）このころの農民は、年貢の納入や犯罪の防止について、蓮来責任を負わされていたが。

このしくみを何というか。

ア：惣　　イ：株仲間　　ウ：村八分　　エ：五人組



⃣7次の資料 A、B を見て、下の各問いに答えなさい。

（1）資料 A は、徳川家康などが発行した、海外渡航の許可書である。

　　これをなんというか。

（2）1637 年に九州地方の農民らが一揆をおこした。一揆をおこした理由を答えなさい。

（3）（2）の一揆がおきた場所を、資料 B の地図中のア～エから選び、記号で答えなさい。

（4）（2）の一揆のあと、幕府は貿易の相手国を、2 か国に制限しました。この 2 か国を答えなさい。

（5）幕府はキリスト教の禁止を徹底しますが、その理由を簡単に説明しなさい。



⃣8次の年表と資料 a,b を見て、下の各問いに答えなさい。

年代 できごと

１４９２

１５４３

１５４９

　

１５６０

１５７３

１５７５

１５７７

１５８２

　

１５８８

１５９０

　

１６００

１６０３

１６１５

１６３９

（　①　）がアメリカに到達する

ポルトガル人が（　②　）に漂着する。

（　③　）が伝わる

南蛮貿易が行われる

桶狭間の戦い

室町幕府

長篠の戦い

織田信長が（　④　）令を出す。

本能寺の変

太閤検地が始まる

豊臣秀吉が刀狩令を出す

豊臣秀吉が全国統一を達成する

桃山文化が栄える

（　③　）の戦いで徳川家康が勝つ

家康が江戸幕府を開く

大名を取り締まる（　④　）が制定される。

鎖国の体制が固まる

a 
刀狩令

　諸国の百姓が刀やわきざし、弓、やり、鉄砲、

そのほかの武具を持つことは、かたく禁止する。 

b



（1）年表中の（　①　）～（　⑥　）にあてはまる語句を答えなさい。

（2）年表中の A について、このとき日本に伝えられ、日本の戦術や築城技術に影響をあたえたも

のを答えなさい。

（3）年表中の B について、（　③　）を伝えた人物を答えなさい。

（4）年表中の C について、貿易で日本からおもに輸出されたものを、下のア～ウから選んで記号

で答えなさい。

ア：銀　イ：火薬　ウ：絹織物

（5）年表中の D について、（　④　）の政策の目的を、簡単に説明しなさい。

（6）年表中の E について、太閤検地や刀狩の結果、社会のしくみはどうなったか。資料 a を参考

に、簡単に答えなさい。

（ ⃣7）年表中の F について、このころに「わび茶」の作法を大成さえた人物を答えなさい。

（ ⃣8）年表中の G について、徳川幕府は大名の配置をどのように行ったか、その特徴について、資

料 b を参考にして、簡単に答えなさい。

（9）江戸幕府に渡航許可証をあたえられ、東南アジアなど行われた貿易をなんというか。

（10）年表中の H について、幕府が鎖国を行った理由を簡単に説明しなさい。

（11）鎖国の体制が固まったのちにも、長崎の出島で貿易を許された。

ヨーロッパの国を答えなさい。



⃣9次の年表と資料 a をみて、下の各問いに答えなさい。 

年代 できごと

１６８０

１７１６

１７７２

１７８７

１８４１

徳川綱吉が将軍となる

　　　　　　　　　　　　　　　　　ア

徳川吉宗が将軍となる

　　　　　　　　　　　　　　　　　イ

（　A　）が老中となる

　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ

松平定信の改革

　　　　　　　　　　　　　　　　　エ

（　B　）による改革

　　　　　　　　　　　　　　　　　オ

a

　　　　　　　

（1）年表中の（　A　）、（　B　）に当てはまる人名を答えなさい。

（2）徳川吉宗が行った政治改革はよばれるか。また、その目的について簡単に答えなさい。

（3）年表中のアの時期について、次の問いに答えなさい。

①商業や金融の中心地であった大阪は何と呼ばれていたか。

②京都や大阪など、上方を中心に栄えた文化をなんというか。

③「奥の細道」などで、俳諧の新しい作風をつくった人物を答えなさい。

（4）年表中のイの時期は、コメなどの収穫量が増えました。その理由を下の資料を参考にして答え

なさい。



（5）年表中のウの時期、オランダ語で静養の文化を学ぶ学問のン基礎が築かれたが、この学問を

なんというか。

（6）年表中のエの時期に関連して、史料 a は百姓一揆をおこした農民たちが署名した「からかさ連

判状」である。なぜ丸く署名したかを簡単に説明しなさい。

（ ⃣7）年表中のオの時期に行われた政策として正しいものを、次のア～オから選び記号で答えなさ

い。

　　　ア：目安箱の設置　　イ：長崎貿易の奨励

　　　ウ：株仲間の解散　　エ：旗本や御家人の借金帳消し



🔟次の文章を読み、下の各問いに答えなさい。

　ヨーロッパでは１４、１５世紀ごろ、ギリシャ、ローマの優れた古代文明を学びなおす学問・芸術が

さかんになった。天文学や地理学も発達し、地球の球体説にもとづく世界地図もできた。当時の

ヨーロッパ人はキリスト教を広め、（　あ　）の豊かな物産を手に入れようとしていた。

　なかでもポルトガル人は、１５世紀末には、喜望峰をまわって、（　い　）に達した。

また、スペインはポルトガルに対抗して、大西洋を西廻りで（　あ　）に行く航路をひらくために、コロ

ンブスを後退した。

（1）文章中の（　あ　）、（　い　）にあてはまる語句を答えなさい。

（2）文章中の下線部アについて、次の各問いに答えなさい。

　①この風潮を何というか。カタカナで答えなさい。

　②この風潮が始まった地域はどこか。下の資料１のなかの a～d から選び、記号で答えなさい。

資料 1

（3）文章中の下線部イについて、次の各問いに答えなさい。

① 16 世紀のはじめに、教会の腐敗をただそうとする宗教家によって起こされた運動を何というか。

漢字 4 字で答えなさい。

②キリスト教を広めるために、カトリック教会が行ったことについて、簡単に説明しなさい。

（4）文章中の下線部ウについて、次の各問いに答えなさい。

①このときの航路を、上の資料１のなかの A～C から選んで、記号で答えなさい。

② 1543 年、ポルトガル人が日本の種子島についた際に、日本に伝わったものは何か。

（5）文章中の下線部エについて、スペインによってほろぼされた。上の資料 1 の中の X の国名を

答えなさい。

（6）この文章のあとの世界の動きとして誤っているものを、次のア～エから一つ選び、記号で答え

なさい。

ア：イギリスは、アジアでの貿易や外交を行う権限を持った東インド会社を設立した。

イ：ポルトガル人らが、平戸や長崎に来航し、朱印船貿易を行うようになった。

ウ：大友宗麟らのキリシタン大名が、4 人の少年をヨーロッパに派遣した。

エ：オランダがスペイン領から独立し、ヨーロッパの金融・海運を支配した。



１１　みおさんは、歴史の授業で学習した、次の歌の意味を調べ

てみました。そして、その結果を次のような 3 枚のカードにまとめ

てみました。これを見て、下の各問いに答えなさい。

歌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カード A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カード B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カード C

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（1）カード A について、次の各問いに答えなさい。

①この人物が現在の滋賀県に築いた、5 層の天守閣からなる城を何というか。

②この人物が、商工業の発展をはかるために、市場の税を免除し、特権をもった商工業者を廃止

した政策を何というか。

（2）カード B について、次の各問いに答えなさい。

①この人物は、全国の田畑の広さや土地の良しあしを調べ、予想される生産量を、すべて石高で

表したが、この政策をなんというか。

②この人物は、農民や寺から武器を取り上げた、この政策をなんというか。

③①、②によって、武士と農民の身分の区別が明確になったが、このような状態をなんというか。

（3）カード C について、次の各問いに答えなさい。

①関ケ原の戦い以降に、この人物に従った大名をなんというか。漢字で答えなさい。

②この人物がつくった幕藩体制について、次の語句を用いて簡単に説明しなさい。

　　　　【土地　人民】

尾張の戦国武将であった

わたしは、駿河の今川義元を

破ったあとの勢力を広め 1573
年に室町幕府をほろぼした。

織田がつき羽柴がこね

し天下もちすわりしまま

に食うは徳川

わたしは、大阪に壮大な

城を築いて本拠地とし、

朝廷から関白に任命され、

1590 年には全国統一

を完成した。

1603 年に征夷大将軍に

任命されたわたしは、

江戸に幕府を開き、

1614 年、 1615 年には

豊臣氏を大坂の陣で

ほろぼした。



（4）カード A、カード B の人物が活躍したころに発展した文化を、次のア～エから 1 つ選び、記号

で答えなさい。

ア：飛鳥文化　　イ：北山文化　　ウ：桃山文化　　エ：国風文化

（5）下の資料 2 は「有田焼」の写真である。この写真に関係の深い人物を、カード A～カード C
から選び記号で答えなさい。

（6）次の①～③の文章に関係の深い人物を、カード A～カード C から一人ずつ選び、記号で答え

なさい。

①東海道などの五街道を整備し、街道には宿駅を、箱根などの要地には関所を置いた。

②比叡山延暦寺や一向一揆などの仏教勢力には、厳しい態度でのぞみ、屈服させた。

③明の制服をめざして、朝鮮に大軍を派遣したが、李舜臣の水軍が日本の水軍を破り、補給路を

断った。



１２　次の年表をみて、下の各問いに答えなさい。

年代 できごと

１６２４

１６３５

１６３７

１６３９

１６４１

スペイン船の来航を禁止する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A
外国船の来航・貿易地を長崎・（　あ　）に限る

（　い　）人の海外渡航・帰国を禁止する

島原・天草一揆がおこる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B
（　う　）船の来航を禁止する

（　あ　）のオランダ商館を長崎の（　え　）に移す・・・・・・・・・・・・・・C

（1）年表中の（　あ　）～（　え　）にあてはまる語句を答えなさい。

（2）年表中の A について、スペイン船の来航が禁止された理由を簡単に説明しなさい。

（3）年表中の B について、次の各問いに答えなさい。

①この一揆の大将はだれか。

②右の資料 3 は、キリスト教徒を発見するために行われたものである。

（4）年表中の C について、こののち幕府によって、禁教、貿易統制、外交独占がおこなわれたが、

このような体制をなんというか。漢字二文字で答えなさい。

（5）（4）の体制が完成した 17 世紀ごろの様子として誤っているものを次のア～エから 1 つ選び記

号で答えなさい。

ア：アイヌの人々は、シャクシャインを指導者として蜂起したが、蝦夷地の南部に領地をもつ松前　

　　藩にしずめられた。

イ：朝鮮と講和が結ばれ、将軍の代かわりごとに 400～500 人からなる通信使が来る慣例となった。

ウ：中国やオランダの船が日本にもたらす海外の情報は、オランダ風説書や唐船風説書にまとめ

　　られて、幕府に提出された。

エ：幕府に服属していた琉球王国は、明・清にも従って貿易を許され、将軍や琉球国王の代替わ

　　りごとに、幕府に使節をつかわした。



１３　次の年表をみて、下の各問いに答えなさい。

世紀 政治 外交・文化

１７

１８

１９

徳川家光が a 参勤交代の制度をつくる

徳川綱吉が生類憐みの令を出す・・・・・・・・・・A
b      享保の改革が行われる

田沼意次が政治を行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・B
c      寛政の改革が行われる

大塩平八郎が乱を起こす・・・・・・・・・・・・・・・・C
d      天保の改革が行われる

　　

上方中心の町人文化・・・・・・X

　　

外国船の接近・・・・・・・・・・・・Y
江戸中心の町人文化・・・・・・Z
　　

（1）年表中の下線部 a について、この制度を説明した次の文章の（　あ　）、（　い　）に当てはまる

語句を答えなさい。

　参勤交代によって、大名は（　あ　）年おきに、領地と（　い　）とを往復することとなり、費用や

（　い　）での生活のために多くの出費をしいられた。

（2）参勤交代にともなって、交通路も整備され、諸産業も発達した。そのようななか、都市では、問

屋・仲買などの大商人が同業者組織をつくったが、これをなんというか。漢字 3 字で答えなさい。

（3）次のア～ウの文章は、年表中の下線部 b～d について説明したものである。

b～d に当てはまるものをア～ウから一つずつ選び、記号で答えなさい。

（4）年表中の A について、綱吉は、寺院の建設などに多額の費用をかけたため、財政が悪化した。

これに対して、綱吉はどのように対応したか、簡単に説明しなさい。

（5）年表中 B について、田沼の政治の特色をあらわした、次の文章の空欄にあてはまる語句を答

えなさい。

　意次は、同業者組合をつくることを奨励するなど、（　　　　）の力を利用して、幕府の財政を立て

直そうとした。

（6）年表中の C について、この乱の前に起きたききんは次のア～ウのうちどれか。

一つ選んで記号で答えなさい。

ア：　享保のききん　　イ：　天保のききん　　ウ：　天明のききん

（7）年表中の Y について、このような動きを警戒した幕府が 1825 年に出した法令を答えなさい。



（8）年表中 X、Z の文化作品を、次のア～エから二つずつ選び、記号で答えなさい。

ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ

ウ：人形浄瑠璃　　　　　　　　　　　　　　　エ



１４　次の資料 A・B をみて、下の各問いに答えなさい。

A

B

（1）資料 A の絵のなかの、黒いマントを着ている人物は「宣教師」である。

日本にはじめてやってきた宣教師の名前を答えなさい。また、宣教師が日本にやってきた目的を

簡単に説明しなさい。

（2）資料 B の鉄砲は、日本にどのような影響をあたえたか。簡単に説明しなさい。



１５　次の資料 C をみて、下の各問いに答えなさい。

C

（1）豊臣秀吉は、全国の田畑の広さや、土地の良しあしを調べさせたが、この政策を何というか。

（2）（1）によって、土地の権利はどのように変化したか。簡単に説明しなさい。

１６　次の地図をみて、下の各問いに答えなさい。

（1）地図では、外様大名領が江戸から遠くの地域に配置されているが、この理由を下の語句を用

いて説明しなさい。

　　　　　【　関ヶ原の戦い　徳川家　】

（2）3 代将軍家光は、参勤交代の制度を定め、大名は 1 年おきに領地と江戸を往復することに

なった。家光がこの制度を定めた目的を簡単に説明しなさい。

（3）地図中のアの地域で、1637 年に 16 歳の少年を大将として起こされた一揆を答えなさい。

（4）（3）の一揆のあと、幕府は外国との交流を制限し、貿易の統制と独占を行ったが、この体制を

なんというか。漢字二文字で答えなさい。



１７　次の資料 D・E をみて、下の各問いに答えなさい。

D　　　　　　　　　　　　　　　          　E　

（1）17 世紀末の元禄のころ、都市が大きく発展し、おもに京都や大阪といった上方で庶民中心の

文化が発達した。この中で、俳諧の新しい作風を生み出した人物はだれか。

（2）資料 D は菱川師宣の作品である。こうした絵は、のちに資料 E のような多色刷りの版画として

も売り出された。資料 D・E のような作品をなんというか。漢字 3 字で答えなさい。

１８　次のグラフをみて、下の各問いに答えなさい。

江戸時代の打ちこわし件数のグラフ

（1）グラフ中の享保の改革を行った将軍を答えなさい。

（2）百姓一揆はどのようなときに増えているか。グラフから読み取って簡単に説明しなさい。

（3）グラフ中の寛政の改革を行った老中を答えなさい。

（4）グラフ中の天保の改革を行った老中を答えなさい。


