
【FdData中間期末：中学社会歴史】 
 [宗教のおこり] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[仏教] 
[問題](1学期中間) 
紀元前 5 世紀ごろのインドに生まれ，

仏教を開いた人物はだれか。 
 
[解答]シャカ(釈迦) 
[解説] 
紀元前5世紀ごろに

インドで生まれたシ

ャカ(釈迦
し ゃ か

)は，人の

一生は苦しみが多いけれども，修行
しゅぎょう

を積

めば心の安らぎを得られると教え，仏教

を開いた。仏教は東南アジアや東アジア
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(中国，日本)にも伝えられ，それぞれの

地域で独自の発達をとげた。その一方で

仏教が生まれたインドでは，古くからの

信仰
しんこう

を基
もと

に成立した多神教のヒンドゥ一

教が広まり，仏教の信仰は弱まっていっ

た。 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「シャカ(釈迦)」である。「仏教」もよく

出題される。 
 
[問題](1学期中間) 
次の文章中の①，②に適当な語句を入

れよ。 
紀元前5世紀ごろにインドで生まれた

( ① )は「人の一生は苦しみが多いけ

れども，修行を積めば心の安らぎを得ら

れる」とする( ② )を説いた。 



[解答]① シャカ(釈迦) ② 仏教 
 
[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 紀元前 5 世紀ごろのインドに生まれ

た人物で「心の迷いを取り去ること

で，この世の苦しみから救われる」

と説いて新しい宗教を開いたのは誰

か。 
(2) (1)の宗教とは何か。 
(3) (2)はインドで発生した後，(西アジア

／東アジア／北アメリカ／南アメリ

カ)や東南アジアへと伝えられた。

(  )内から適語を選べ。 
(4) (2)にかわってインドで栄えた，バラ

モン教の教えをもとに成立した宗教

は何か。 



[解答](1) シャカ(釈迦) (2) 仏教 
(3) 東アジア (4) ヒンドゥー教 
 
 
[キリスト教] 
[問題](前期期末) 
イエスは「神を信じる者はだれでも救

われる」と説いた。イエスが始めた宗教

は何か。 
 
[解答]キリスト教 
[解説] 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
西アジアのパレスチナ地方に生まれたイ

エスは，ユダヤ教を発展させて，人はみ

な罪を負っているけれども，神の愛を受

けられること，また弱者を思いやる心を

持つべきことを教えた。この教えは弟子

たちによって「聖書
せいしょ

(新約
しんやく

聖書)」にまと

められキリスト教
きょう

と呼ばれた。ローマ帝

国はイエスを処刑
しょけい

するなど，最初はキリ

スト教徒を迫害
はくがい

したが，後に，キリスト

教を国の宗教にした。これによって，キ

リスト教はヨーロッパで広く信仰
しんこう

される

ようになった。 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「キリスト教」「イエス」である。「聖書」

「ローマ帝国は国の宗教にした」もとき

どき出題される。 
 
 
[問題](1学期中間) 
次の文章中の①～③に適当な語句を入

れよ。 
紀元前後にパレスチナ地方に生まれた

( ① )は「神を信じる者は誰でも救わ

れる」と説いた。この教えは( ② )教
と呼ばれる。( ③ )帝国は(①)を処刑す

るなど，最初は(②)教徒を迫害したが，

後に，(②)教を国の宗教にした。これに

よって，(②)教はヨーロッパで広く信仰

されるようになった。 



[解答]① イエス ② キリスト 
③ ローマ 
 
 
[問題](2学期期末) 
キリスト教について，次の各問いに答

えよ。 
(1) キリスト教が開かれる以前にパレス

チナで信仰されていた宗教を何とい

うか。 
(2) パレスチナでキリスト教をおこした

のは誰か。 
(3) キリスト教が

おこったパレ

スチナを右図

A～C から 1
つ選べ。 



(4) キリスト教の教典は何か。漢字 2 文

字で答えよ。 
(5) キリスト教がヨーロッパへ広がって

いった主な理由を，「ローマ帝国」と

いう語句を使って簡単に説明せよ。 
 
[解答](1) ユダヤ教 (2) イエス (3) A 
(4) 聖書 (5) ローマ帝国がキリスト教

を国の宗教にしたから。 
 
 
[イスラム教] 
[問題](前期期末) 
 7 世紀，唯一の神アラーのお告げを受

けたとして，イスラム教の開祖となった

のはだれか。 
 



[解答]ムハンマド 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メッカの商人ムハンマドは，ユダヤ教，

キリスト教を基に，唯一の神アラーのお

告
つ

げを受けたとして，7 世紀初めにイス

ラム教を開いた。ムハンマドは，神に絶

対的に従うことや，神の像を造って拝
おが

ん

ではならないことを説き，聖典
せいてん

の「コー



ラン」は，信者の生活や政治，経済活動

を定める法としての役割も果たした。イ

スラム教は，アラビア半島から西アジア

や北アフリカ，東南アジアに広まった。 
メッカやエルサレムはイスラム教の聖地

せ い ち

である。エルサレムはユダヤ教やキリス

ト教の聖地でもある。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「ムハンマド」である。「イスラム教」「コ

ーラン」の出題頻度も高い。 
 



[問題](1学期中間) 
次の文章中の①～③に適当な語句を入

れよ。 
7世紀初めに( ① )が始めた( ② )

は，唯一の神アラーを信仰する宗教で，

その教えは( ③ )という教典に記され

ている。 
 
[解答]① ムハンマド ② イスラム教 
③ コーラン 
 



[問題](2学期期末) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 右の写裏は，

ある宗教の

礼拝の様子

を表してい

る。この宗教

は何か。 
(2) どこに向かって礼拝をしているのか。

都市名を答えよ。 
(3) (1)の宗教を始めた人物の名前を答え

よ。 
(4) (1)の宗教の教典は何か。 
(5) (1)の宗教，キリスト教・ユダヤ教の

3 つの宗教において，共通して聖地

とされている場所を答えよ。 
 



[解答](1) イスラム教 (2) メッカ 
(3) ムハンマド (4) コーラン 
(5) エルサレム 
 
 
[問題](2学期期末) 
 エルサレムは3つの宗教の聖地である。

その3つの宗教の名をすべて答えよ。 
 
[解答]ユダヤ教，キリスト教，イスラム

教 
 
 



[宗教全般] 
[問題](1学期期末) 
宗教についてまとめた次の表の①～③

にあてはまる語句を答えよ。 
 

宗教 教えを説いた人物(開
祖) 

仏教 ( ① ) 
( ② ) イエス 
( ③ ) ムハンマド 

 
[解答]① シャカ(釈迦) ② キリスト教 
③ イスラム教 
[解説] 
 
 
 
 



紀元前5世紀ごろにインドで生まれたシ

ャカ(釈迦
し ゃ か

)は「心の迷いを取り去ること

で，この世の苦しみからのがれられる」

とする仏教
ぶっきょう

を説いた。紀元前後にパレス

チナ地方に生まれたイエスは「神を信じ

る者は誰でも救われる」と説いた。この

教えはキリスト教と呼ばれ，のちに「聖書
せいしょ

」(新約
しんやく

聖書
せいしょ

)にまとめられた。7世紀にム

ハンマドが始めたイスラム教は，唯一
ゆいいつ

の

神アラーを信仰
しんこう

する宗教で，その教えは

「コーラン」に記されている。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「仏教」

「シャカ」，「キリスト教」「イエス」，「イ

スラム教」「ムハンマド」である。 
 
 



[問題](前期期末) 
次の文章は世界の三大宗教について述

べたものである。①～⑤に適語を入れよ。 
世界の三大宗教は，仏教，( ① )教(教

典は「聖書」)，( ② )教(教典は「コー

ラン」)の 3 つである。仏教は紀元前 5
世紀ごろ( ③ )によって開かれた。(①)
教は紀元前後に，パレスチナで生まれた

( ④ )により開かれた。(②)教は，メッ

カの商人であった( ⑤ )が 7 世紀に開

いた。 
 
[解答]① キリスト ② イスラム 
③ シャカ(釈迦) ④ イエス 
⑤ ムハンマド 
 
 



[問題](前期期末) 
 三大宗教を，発生した順に並べて答え

よ。 
 
[解答]仏教→キリスト教→イスラム教 
 
 
[問題](1学期中間) 
三大宗教について，後の各問いに答え

よ。 
 宗教 教えを

説いた

人物 

教典 

A 仏教 ( ア ) 経 
B ( イ ) イエス ( ウ ) 
C イ ス

ラ ム

教 

( エ ) ( オ ) 



(1) 表中のア～オにあてはまる語句を答

えよ。 
(2) 次の資料①～③と関係が深い宗教は，

表中のA～Cのどれか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答](1)ア：シャカ(釈迦) イ：キリスト

教 ウ：聖書(新約聖書) エ：ムハンマ

ド オ：コーラン (2)① A ② C 
③ B 
 



[問題](1学期中間) 
世界の三大宗教について，右の地図を

みて各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 地図中 A，B のように広まった宗教

はそれぞれ何か。 
(2) AとBの宗教を開いたのは誰か。次

の[  ]からそれぞれ選べ。 
[ シャカ イエス ムハンマド 
 アラー ] 



[解答](1)A イスラム教 B キリスト教 
(2)A ムハンマド B イエス 
 



【各ファイルへのリンク】 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 
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