
【FdData中間期末：中学歴史：】 
[弥生文化] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[稲作の伝来] 
[問題](1学期中間) 
次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
紀元前4世紀ごろ中国や朝鮮半島から

( ① )作が伝わり，急速に広まった。

人々は水田の近くにむらをつくって住み，

たて穴住居の近くには，収穫した米をた

くわえるための( ② )もつくられた。

また，稲の穂先をつみ取るために石包丁

が使われた。 
 
[解答]① 稲 ② 高床倉庫 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
紀元前4世紀ごろ中国や朝鮮半島から，

稲作
いなさく

が九州北部に伝えられ，やがて東日

本にまで広がった。人々は水田の近くに

むらをつくって住み，たて穴
あな

住居
じゅうきょ

の近く

には，収穫
しゅうかく

した米をたくわえるための

高床
たかゆか

倉庫
そ う こ

もつくられた。高床倉庫は，ね

ずみや湿気
し っ け

を防ぐために床を高くしてい

る。石
いし

包丁
ぼうちょう

は稲の穂をつみとるのに使わ

れた。 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「稲作が伝わる」「高床倉庫」である。「ね

ずみや湿気を防ぐため」「石包丁」もよく

出題される。 
 
[問題](前期中間) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
紀元前4世紀頃，大陸から九州北部に

移り住んだ人々が，( ① )作りを伝え，

社会が大きく変化した。(①)をねずみや

( ② )から守り，蓄えておくための

( ③ )倉庫がつくられたり，(①)を収穫

するときに，穂を刈り取るための

( ④ )という道具もつくられたりした。 
 
[解答]① 米 ② 湿気 ③ 高床 
④ 石包丁 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 図 1 は，稲の穂をつみ取るために使

われた道具である。この道具は何か。 
(2) 弥生時代に作られた図 2 のような建

物を何というか。 
(3) 図 2 の建物は，何を保管するために

使われたか。 
(4) 図 2 の建物の床が高くなっているの

はなぜか。 



(5) 稲作の伝来について述べた文として

適さないものは次のア～エのどれか。 
ア 中国の長江流域か朝鮮半島から

伝わった。 
イ 西日本から東日本に広まった。 
ウ 紀元3世紀ごろに伝わった。 

 
[解答](1) 石包丁 (2) 高床倉庫 (3) 米 
(4) ねずみや湿気を防ぐため。 (5) ウ 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
(1) 水田での稲作を伝えたのは，どのよ

うな人々だったか，簡潔に説明せよ。 
(2) A の写真は，収穫した米を保管する

倉庫である。どんな工夫がみられる

か，簡潔に説明せよ。 
(3) 稲の穂をつみとるのに使われたBの

名称を書け。 
 
[解答](1) 中国や朝鮮半島から日本へ渡

って来た人々 (2) ねずみや湿気を防ぐ

ために床を高くしている。 (3) 石包丁 



[金属器や弥生土器] 
[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 米づくりが始まったころに登場する

A のような土器を何というか。下の

[  ]から選べ。 
(2) B のような金属器を何というか。下

の[  ]から選べ。 
[ 縄文土器 弥生土器 銅鏡 銅剣 
 銅鐸 ] 
 
[解答](1) 弥生土器 (2) 銅鐸 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
稲作とともに，青銅器

せ い ど う き

や鉄器などの

金属器
き ん ぞ く き

も伝えられた。銅
どう

剣
けん

・銅
どう

矛
ほこ

・銅鐸
どうたく

な

どの青銅器はおもに祭りのための宝物
ほうもつ

と

して用いられ，鉄器は武器として使われ

たほか，木製の農具や舟を作る道具とし

て用いられた。このころに作られた弥生
や よ い

土器はかざりが少なく薄手
う す で

で赤
せき

褐色
かっしょく

を

している。 
 



※この単元で出題頻度が高いのは「弥生

土器」「銅鐸」である。「青銅器」「鉄器」

「金属器」「かざりが少なく薄手で赤褐

色」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に適語を入れよ。 
 
 
 
 
 
紀元前4世紀ごろ大陸から稲作が伝わ

ったが，稲作とともに青銅器や( ① )
などの金属器が伝えられた。 
図 A は青銅器の一種の( ② )で，祭り

のための宝物として用いられた。(①)は，

武器としてや木製の農具や舟を作る道具

として用いられた。図 B は( ③ )土器

といわれ，かざりが少なく薄手で赤褐色

をしており，縄文土器に比べると上質だ

った。 
[解答]① 鉄器 ② 銅鐸 ③ 弥生 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右の写真の青銅器の

名称を答えよ。 
(2) (1)は，どんなものと

して用いられたか。簡

潔に説明せよ。 
(3) 青銅器や鉄器をまとめて何というか。 
(4) 次の文の①～③の(  )内より適語

をそれぞれ選べ。 
弥生土器はかざりが①(少なく／

多く)，②(薄手／厚手)で，色は③(黒
褐色／赤褐色)であった。 

 
[解答](1) 銅鐸 (2) 祭りのための宝物

として用いられた。 (3) 金属器 
(4)① 少なく ② 薄手③ 赤褐色 



[弥生時代の集落] 
[問題](前期中間) 
弥生時代の大規模な集落で，二重の濠

に囲まれていて，見張りのための物見や

ぐらがたてられていた佐賀県にある遺跡

は何か。 
 
[解答]吉野ヶ里遺跡 
[解説] 
 
 
 
 
 
世界のいずれの地域でも農耕社会が成立

するとともに，戦いのための武器や

防御的
ぼうぎょてき

施設を備えた集落
しゅうらく

が出現し，蓄積
ちくせき



E穀物E

こくもつ

Aをめぐって戦いがはじまった

ことが知られている。 
された

弥生時代を代表するAE遺跡E

い せ き

Aは，佐賀県で発

見されたAE吉野ヶ里E

よ し の が り

AAE遺跡E

い せ き

Aでは，二重のAE濠E

ほり

A，

高いAE柵E

さく

A，AE物見E

も の み

AやぐらのAE跡E

あと

Aが見つかってい

る。これらはAE外敵E

がいてき

AのA E侵入E

しんにゅう

Aにそなえるため

のものである。そのほか，弥生時代のむ

らの遺跡としては，静岡県のAE登E

と

AAE呂E

ろ

A遺跡な

どがある。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「吉野

ヶ里遺跡」である。「外敵の侵入にそなえ

るため」もしばしば出題される。 
 
 



[問題](後期期末) 
 次の資料について，各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 資料は何時代のようすであるか。 
(2) 資料の示すむらでは自分たちのむら

を守るためにたくさんの工夫をして

いる。資料から分かる工夫の 1 つを

説明せよ。 
(3) (1)の時代を代表する佐賀県で発見さ

れた遺跡は何か。 



(4) 静岡市にある(1)の時代の遺跡は何か。 
 
[解答](1) 弥生時代 (2) むらの周囲を

柵で囲んでいる。(物見やぐらがある。) 
(3) 吉野ヶ里遺跡 (4) 登呂遺跡 
[解説] 
問題の図をよく見ると，むらの周囲をAE柵E

さく

A

で囲んでいるのがわかる。これは外敵の

侵入を防ぐためのものである。また，図

の左下には，敵を発見するためのAE物見E

も の み

Aや

ぐらがあることがわかる。 
 
 



[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 弥生時代の大規模な集落の遺跡であ

る吉野ヶ里遺跡の位置を地図中のア

～オから1つ選べ。 
(2) 吉野ヶ里遺跡遺跡は，二重の濠に囲

まれ，高い柵がめぐらされている。

また，図のような「物見やぐら」が

ある。これは何のためか。簡潔に書

け。 



[解答](1) オ (2) 外敵の侵入にそなえ

るため。 
 
[問題](2学期期末) 
吉野ヶ里遺跡では，

右図のような首のな

い遺骨が見つかって

いる。このことから

うかがえる当時のよ

うすを簡単に説明せ

よ。 
 
[解答]たくわえた食料をめぐり，戦いが

行われたこと。 
 



[問題](2学期期末) 
稲作が広まることで社会がどのように

変わったか。「戦い」「小さな国」「王」と

いう語句を使って簡単に説明せよ。 
 
[解答]小さな国ができ，人々を支配する

王が現れた。たくわえた食料をめぐり，

戦いが起こるようになった。 
 



[問題](2学期中間) 
次のア～カから弥生時代の特徴を示す

ものを2つ選べ｡ 
ア 人々は集団でむらをつくり，木の実

をとったり狩猟を行ったりして，た

て穴住居で生活をしていた｡ 
イ 人々は石器の材料や作った土偶や土

器を他の地域のむらの産物と交換す

ることもあった｡ 
ウ 一般の人々はたて穴住居に住んでい

たが，むらの中には支配する者がは

っきり現れ，建物の周囲を柵や濠で

囲むような集落を作った｡ 
エ 飾りや縄目の文様の土器が多くあり，

色は黒っぽくて土器の内部は厚いも

のが多い。 
オ やじりが大きくなり，戦闘に適した

武器が金属で作られるようになった。 



カ 季節にとれた物を土器で煮炊きし，

土偶を使って魔よけや食物の豊かさ

をいのった。 
 
[解答]ウ，オ 
 
 



【各ファイルへのリンク】 
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] 
 
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] 
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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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