
【FdData中間期末：中学歴史：室町】 
 [東アジアとの交流] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[明と倭寇] 
[問題](後期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 14世紀，中国では元がおとろえ，漢

民族が元を倒して新たな王朝を建国

した。何という王朝か。 
(2) (1)のころ，日本から集団で朝鮮や中

国にわたり，貿易を強要し，海賊と

して活動する者があらわれたが，そ

の者たちは何と呼ばれていたか。 
 
[解答](1) 明 (2) 倭寇 
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[解説] 
 
 
 
中国で元がおとろえ，日本で南北朝の動

乱で幕府の支配力が弱くなっていた時

期，倭寇
わ こ う

の活動がさかんになった。倭寇

とは，壱岐
い き

・対馬
つ し ま

・肥前松浦
ひ ぜ ん ま つ う ら

の土豪
ど ご う

・商

人・漁民を中心に朝鮮人も加わった武装
ぶ そ う

商人団で，ふだんは，中国や朝鮮の沿岸

部で貿易を行い，貿易が認められないと

きは海賊
かいぞく

となって暴れ回り，略奪
りゃくだつ

を行っ

た。 
1368年，中国では漢

かん

民族
みんぞく

が元
げん

を倒して明
みん

を建国
けんこく

した。明は倭寇のとりしまりを日

本に求めてきたが，日本国内は南北朝
なんぼくちょう

動

乱の末期で，これに対応できなかった。 



※この単元で出題頻度が高いのは「明」

「倭寇」である。 
 
[問題](2学期中間) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 

14世紀，中国で( ① )という王朝が

おとろえ，日本で南北朝の動乱で幕府の

支配力が弱くなっていた時期，西日本の

武士や商人や漁民の中には，中国や朝鮮

の沿岸部で貿易を行い，貿易が認められ

ないときは海賊となって暴れ回り，略奪

を行う者が現れ，( ② )と呼ばれてい

た。1368年，中国では漢民族が(①)を倒

して( ③ )を建国した。(③)は(②)のと

りしまりを日本に求めてきたが，日本国

内は南北朝動乱の末期で，これに対応で

きなかった。 



[解答]① 元 ② 倭寇 ③ 明 
 
 
[日明貿易] 
[問題](前期期末) 
 明は，中国の

沿岸部を荒らし

回っていた倭寇

という海賊の取

りしまりを日本

に求めてきた。

足利義満はこの申し入れに応じて倭寇の

取りしまりを行い，その見返りとして明

との貿易を行うことになった(日明貿易)。
その際，正式な貿易船と倭寇を区別する

ために右図のような合い札が使われたが，

この合い札を何というか。 



[解答]勘合 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1392 年になって第 3
代将軍足利

あしかが

義
よし

満
みつ

は南

北朝の統一を達成し

た。 
 



義満は，倭寇の取りしまりを約束し，さ

らに日本国王として明
みん

の皇帝
こうてい

に従う

朝貢
ちょうこう

という形式をとって，1404 年に

日明貿易
にちみんぼうえき

(勘合
かんごう

貿易
ぼうえき

)を始めた。このよう

な形式をとってまで，義満が日明貿易を

行ったのは，その利益が非常に大きかっ

たためで，財政基盤の弱い室町幕府にと

っては魅力的なものであった。 
貿易船には，正式な貿易船と倭寇を区別

するために勘合
かんごう

という合い札をもたせた。

「本字勘合」などと書いた札を2つに分

け，片方を勘合船がもち，片方を中国の

役所でもっていて，2 つの割札
わりふだ

がきちん

と重なるかどうかで，正式の貿易船と倭

寇を区別した。日本からの輸出品は銅，

刀，硫黄，漆器などで，日本の輸入品は

銅銭，生糸，絹織物，書画，陶磁器など



であった。日明貿易がはじまると倭寇の

活動はおさまった。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「勘合」「倭寇と正式な貿易船を区別する

ため」である。「日明貿易」「足利義満」

「銅銭などの輸入品」もよく出題される。 
 



[問題](3学期) 
右の資料は，足利義

満が明と行った貿易

で使われた合い札で

ある。これについて，

次の各問いに答えよ。 
(1) 右の資料のような

合い札を何というか。 
(2) この貿易を何というか。 
(3) (1)を用いた理由を「正式な貿易船」

という語句を使って説明せよ。 
 
[解答](1) 勘合 (2) 日明貿易(勘合貿易) 
(3) 正式な貿易船と倭寇を区別するため。 
 



[問題](後期中間) 
 次の文章中の①～⑥に適語を入れよ。 

14 世紀後半，元を倒して建国した

( ① )は，中国の沿岸部を荒らし回っ

ていた( ② )という海賊の取りしまり

を日本に求めてきた。3代将軍の( ③ )
はこの申し入れに応じて(②)の取りしま

りを約束し，その見返りとして(①)との

貿易を行うことになった。この貿易を

( ④ )貿易という。正式な貿易船と(②)
を区別するために( ⑤ )という合い札

が用いられた。日本からの輸出品は銅，

刀，硫黄，漆器などで，日本の輸入品は

( ⑥ )，絹織物，生糸，書画，陶磁器

などであった。 
 
[解答]① 明 ② 倭寇 ③ 足利義満 
④ 日明(勘合) ⑤ 勘合 ⑥ 銅銭 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 明が倭寇の取

りしまりを日

本に求めてき

たとき，これ

に応じた，右

図の室町幕府

の第 3 代将軍

は誰か。 
(2) (1)によって始

まった貿易を

何というか。 
(3) (2)の貿易で使われた右図のような合

い札を何というか。 
(4) (3)の合い札は何の目的で使われたの

か。 



(5) 日本が中国から輸入したものを次の

[  ]からすべて選べ。 
[ 刀 銅銭 銅 絹織物 生糸 ] 

(6) 日本が中国へ輸出したものは何か。

(5)の[  ]からすべて選べ。 
 
[解答](1) 足利義満 (2) 日明貿易(勘合

貿易) (3) 勘合 (4) 正式な貿易船と倭

寇を区別するため。 (5) 銅銭，絹織物，

生糸 (6) 刀，銅 
 



[朝鮮国] 
[問題](2学期期末) 
次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
14世紀末，李成桂が高麗をほろぼして

( ① )国を建てた。(①)国では( ② )
という文字をつくるなど，独自の文化が

発展した。(①)国も，日本に倭寇の取り

しまりを求め，さらに貿易を求めてきた

ので，足利義満は日朝貿易を始めた。日

朝貿易で，日本は綿織物や仏教の経典を

輸入した。 
 
[解答]① 朝鮮 ② ハングル 



[解説] 
 
 
 
 
朝鮮半島では，元に服属した高麗

こうらい

が書物

の印刷に金属活字を使い，わたの栽培を

始めるなど，新たな技術を中国から積極

的に取り入れていた。14 世紀末には，

倭寇
わ こ う

を撃退
げきたい

して名声をあげた李成桂
り せ い け い

が

高麗
こうらい

を倒して朝鮮
ちょうせん

国を建国した。朝鮮で

は，ハングルという文字をつくるなど，

独自の文化が発展した。朝鮮も，日本に

倭寇の取りしまりを求め，さらに貿易を

求めてきたので，足利
あしかが

義
よし

満
みつ

は日
にっ

朝
ちょう

貿易
ぼうえき

を

始めた。日朝貿易では，日本の各地の守

護大名などが貿易船を派遣
は け ん

して綿織物や

仏教の経典を輸入した。 



※この単元で出題頻度が高いのは「朝鮮

国」「ハングル」である。 
 
[問題](1学期期末) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 朝鮮半島では，14世紀末に高麗が滅

亡し，何という国が建国されたか。 
(2) (1)の国を建国したのは誰か。 
(3) (1)の国で制定

された右図の

ような文字を何というか。 
(4) (1)の国は日本に( ① )の取りしま

りを求め，さらに貿易を求めてきた

ので，足利義満は( ② )貿易を始め

た。①，②にあてはまる語句を答え

よ。 
(5) (4)の貿易で日本が輸入したものを 2

つあげよ。 



[解答](1) 朝鮮国 (2) 李成桂 
(3) ハングル (4)① 倭寇 ② 日朝 
(5) 綿織物，仏教の経典 
 
 
[琉球王国の成立] 
[問題](3学期) 

15世紀はじめに，尚氏は沖縄島を統一

して首里を都とする国を建てた。この国

は，日本や中国，朝鮮半島，遠く東南ア

ジアにも船を送り，産物をやりとりする

中継貿易で栄えた。この国の名を答えよ。 
 
[解答]琉球王国 



[解説] 
沖縄
おきなわ

では，15
世紀はじめに

尚氏
しょうし

が 琉球
りゅうきゅう

王国を建て首

都の首里
し ゅ り

に首里城を築き，明，日本，朝

鮮，東南アジア各地に進出して中継
なかつぎ

貿易
ぼうえき

を行った。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「琉球王国」である。「中継貿易」の出題

頻度も高い。 
 



[問題](2学期中間) 
 1429年，尚氏が沖縄島を統一して王国

をつくったが，これについて，次の各問

いに答えよ。 
(1) この王国の名称を何というか。 
(2) (1)の王国が，明，日本，朝鮮，東南

アジアを相手に行った貿易を何とい

うか。 
 
[解答](1) 琉球王国 (2) 中継貿易 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 15世紀はじめ，沖縄島を統一したの

は何氏か。 
(2) (1)によってつくられた国の名前は

何か。 
(3) (2)の首都はどこか。 
(4) (3)につくられた王城の名は何か。 
(5) (1)の国が行っていた，日本，中国，

朝鮮半島，東南アジアを相手に行っ

ていた貿易を何というか。 
 
[解答](1) 尚氏 (2) 琉球王国 (3) 首里 
(4) 首里城 (5) 中継貿易 
 



[アイヌ民族] 
[問題](3学期) 
室町時代のころ，蝦夷地で生活してい

た民族を何というか。 
 
[解答]アイヌ民族 
[解説] 
蝦夷地
え ぞ ち

(北海道)では，

アイヌ民族が 13 世

紀から狩りや漁，交

易を行っていた。14
世紀になって津軽(青森県)の十三

と さ

湊
みなと

に

根拠地
こ ん き ょ ち

を置く豪族の安藤
あんどう

氏
し

がアイヌの

人々との交易を行うようになり，さらに

15 世紀になると，蝦夷地南部に本州の

人 (々和人
わ じ ん

)が館
やかた

を築き進出していった。 
 



交易がさかんになるにつれて，取引をめ

ぐってアイヌの人々は圧迫を受けるよう

になり，15世紀半ばに，首長のコシャマ

インを中心とした大きなアイヌ民族の

蜂起
ほ う き

が起きた。しかし和人勢力はこの戦

いに勝利し，支配をさらに広げていった。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「アイ

ヌ民族」である。 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 北海道は，昔，何と呼ばれていたか。 
(2) (1)に古くから暮らしていた人々は

何民族か。 
(3) 15世紀半ばに，本州の和人の進出に

圧迫を受けた(2)の民族が蜂起した

が，そのときの(2)の指導者である首

長は誰か。 
 
[解答](1) 蝦夷地 (2) アイヌ民族 
(3) コシャマイン 
 



【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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