
【FdData中間期末：中学歴史：室町】 
[産業の発達と民衆の生活] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[農業の発達] 
[問題](1学期中間) 
 次の文は，室町時代の農業について述

べたものである。文中の a～e のうち適

当でないものを1つ選び，正しい語句を

書け。 
 米と麦のa二期作が広がり，かんがい

に b 水車を，肥料には c 牛馬のふんや d
堆肥が使われた。また，麻やくわ，e 茶

などの商品作物の栽培も広がった。 
 
[解答]記号：ア 語句：二毛作 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_re2_2_muromati.pdf
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[解説] 
 
 
 
 
室町時代，農業では，二毛作

に も う さ く

が広がり，

かんがいに水車を，肥料に牛馬のふんや

堆
たい

肥
ひ

を使うようになり，農業の生産性が

向上した。また，麻やくわ，あい，茶な

どの商品作物の栽培が広がった。 
 
※この単元でよく出題されるのは「二毛

作」である。 
 



[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
室町時代になると，農業が発達し，同

じ土地で 1 年に 2 種類の作物を作る

( ① )作が広まり，かんがいに( ② )
を，肥料に牛馬のふんや堆肥を使うよう

になり，収穫が増えた。また，麻やくわ，

あい，茶などの商品作物の栽培が広がっ

た。 
 
[解答]① 二毛 ② 水車 
 
 



[定期市・運送業] 
[問題](3学期) 
室町時代，商業がさかんになり定期市

が各地に生まれ，これにともなって運送

業もさかんになった。問と呼ばれる運送

業をかねた倉庫業者や，物資の陸上輸送

をあつかう運送業者が活動した。馬の背

に荷物を積んで運ぶ次の図のような運送

業者を何といったか。 
 
 
 
 
 
 
[解答]馬借 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
室町時代，商業もさかんになり，定期

て い き

市
し

が

広く各地に生まれ，開かれるれる日数も

増えた。取引には，中国から輸入された宋
そう

銭
せん

や明銭
みんせん

が使われた。 
これにともなって，運送業もさかんにな

り，馬
ば

借
しゃく

(馬の背に荷物を積んで荷物を

運ぶ業者)，問
とい

(港の運送業・倉庫業者)な
どの運送業者が活躍した。交通の要所に



は，通行税をとるために幕府や寺社が

関所
せきしょ

を設けた。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「馬借」である。「問」「定期市」もよく

出題される。 
 
[問題](後期期末) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
室町時代，商業では，( ① )市が月6

回に増え，取引には，宋銭や明銭などが

使われた。これにともなって，運送業も

さかんになり，陸路では馬の背に荷物を

積んで運ぶ( ② )，港町では運送業を

かねた倉庫業者である( ③ )などが活

躍した。交通の要所には，通行税をとる

ために幕府や寺社が関所を設けた。 
[解答]① 定期 ② 馬借 ③ 問 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 室町時代，馬の背に荷物を積んで運

ぶ運送業者があらわれた。この運送

業者は何か。 
(2) 室町時代，瀬戸内海や日本海には，

年貢や商品を運ぶ船が行きかい，港

には運送業者が倉庫をかまえた。こ

の運送業者を何というか。 
(3) 交通の要地などで開かれるようにな

った市場を何というか。 
(4) (3)の市場などでの取引に使われた貨

幣は何か。2つ答えよ。 
(5) 通行税をとるために幕府や寺社が交

通の要所に設置したものを何という

か。 
 



[解答](1) 馬借 (2) 問 (3) 定期市 
(4) 宋銭，明銭 (5) 関所 
 
 
[座・土倉や酒屋・町衆] 
[問題](3学期) 
土倉や酒屋などの高利貸し，商人や手

工業者などは，同業者ごとに団体をつく

り，武士や貴族，寺社にお金などをおさ

めてその保護を受け，営業を独占する権

利を認められた。この団体を何というか。 
 
[解答]座 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
宋銭や明銭が一般に流通するようになる

と，金融業もさかんになり，京都や奈良

では，土倉
ど そ う

とよばれた質屋のほか，酒屋
さ か や

も

金貸しを営んだ。土倉や酒屋，商人や手

工業者は，同業者ごとに座
ざ

とよばれる団

体をつくり，公家や寺社に営業税を納め

るかわりに，営業を独占する権利を認め

てもらった。 
都市も発達した。応仁の乱から復興した

京都では，町衆
まちしゅう

と呼ばれる裕福な商工業

者によって都市の政治が行われ，祇園
ぎ お ん

祭
まつり



E博多E

は か た

AやA E 堺 E

さかい

Aでも，自治

が行われた。 

も盛大にもよおされた。また，日明貿易

や日朝貿易で栄えた

 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「座」「土倉・酒屋」である。「町衆」も

よく出題される。 
 
 
[問題](後期期末) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
室町時代にはさらに経済が発展し，

( ① )や酒屋が金融業を営んで栄えた。

また，商工業者は( ② )という同業者

団体をつくって営業を独占した。 
 
[解答]① 土倉 ② 座 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 室町時代の金融業者を2つあげよ。 
(2) (1)や商人や手工業者などが同業者の

団体をつくった。この団体を何とい

うか。 
(3) (2)に営業の独占を認めることは，武

士や貴族や寺社にとってどのような

利点があったか。 
(4) 京都で自治組織をつくった有力な商

工業者を何というか。 
(5) 京都において(4)のはたらきかけで復

興した祭りは何か。 
(6) 日明貿易や日朝貿易で栄え，自治が

行われていた都市を2つあげよ。 
 
 



[解答](1) 土倉，酒屋 (2) 座 (3) 税を

徴収すること (4) 町衆 (5) 祇園祭 

(6) 堺，博多 
 
[村の自治と土一揆] 
[問題](前学期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
室町時代，( ① )と呼

ばれる自治組織によって

団結を固めた農民は，年

貢を減らす交渉をしたり，

酒屋や土倉をおそって借

金の証文を奪う( ② )
をおこしたりした。右の資料の碑文は，

1428年，近江周辺の馬借や京都の農民が，

土倉や酒屋などの高利貸しをおそい，幕

府に借金帳消しの徳政令を出すように要

求した正長の(②)のときのものである。 



[解答]① 惣 ② 土一揆 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
室町時代，農村ではAE惣E

そう

Aとよばれる自治組

織が作られ，農業用水路の建設や管理，

燃料やAE飼料E

しりょう

Aをとる森林の利用や管理など

について，村のおきてを定めた。 



A E団結E

だんけつ

Aを固めた農民はA E荘園E

しょうえん

AA E領主E

りょうしゅ

Aに対抗す

るようになり，不法をはたらくA E荘官E

しょうかん

Aをや

めさせるよう荘園領主に要求したり，不

作のときにはAE年貢E

ね ん ぐ

Aを減らすように要求し，

認められないときには，全員が耕作をや

めて逃げるなど，実力行使によって要求

を認めさせたりした。このような農民の

力を，衝撃的な形で見せつけたのが，

1428 年のA E正 E

しょう

AA E長 E

ちょう

AのA E土E

つち

AA E一揆E

い っ き

Aであった。(人
よにや(1428)つく土一揆) 
8 月に，まず近江の運送業者のAE馬借E

ばしゃく

Aが借

金のAE帳消E

ちょうけ

Aしを要求して立ち上がり，これ

に刺激されて，京都近郊のAE惣E

そう

AAE村E

そん

Aでも徳政

を幕府に要求して一揆を起こし，AE酒屋E

さ か や

AやA

E土倉E

ど そ う

Aなどの金貸しをおそって借金の A

E証文E

しょうもん

Aを焼き捨てるなどした。このような

農民の一揆をAE土E

つち

AAE一揆E

い っ き

Aという。農民が集団



でこのような暴動を起こしたのは，初め

てのことであった。この後，徳政を要求

する土一揆が，京都やその周辺でひんぱ

んに起こるようになり，幕府もこれにお

されて徳政令をAE乱発E

らんぱつ

Aするようになった。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「惣」である。「土一揆」「正長の土一揆」

「借金の帳消し」の出題頻度も高い。 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
室町時代，a 村の自治が発達した。b

団結した農民たちは，領主と年貢を減ら

す交渉をしたり，土倉や酒屋を襲ったり

した。 
(1) 下線部 a について，村ごとにつくら

れた自治的な組織を何というか。 
(2) 下線部 b について，このような一揆

を何というか。 
(3) 1428年に起こった(2)の一揆は何か。 
(4) (3)の一揆が求めたのは何か。「借金」

という語句を使って答えよ。 
 
[解答](1) 惣 (2) 土一揆 (3) 正長の土

一揆 (4) 借金の帳消し 
 



[問題](3学期) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
室町時代，( ① )と呼ばれる自治組

織によって広い範囲にわたって結びつき

を固めた農民は，年貢を減らす交渉をし

たり，酒屋や( ② )をおそって借金の

証文を奪う( ③ )一揆をおこしたりし

た。1428 年に起こった( ④ )一揆は，

近江・山城・大和など各地に広がり，幕

府に借金帳消しの( ⑤ )令を出すよう

に要求した。 
 
[解答]① 惣 ② 土倉 ③ 土 ④ 正長

の土 ⑤ 徳政 
 



[問題](2学期期末) 
室町時代，土一揆を農民が起こせるよ

うになった理由を「惣」「団結力」という

語句を使って説明せよ。 
 
[解答]村の中で惣という自治組織ができ

て，農民の団結力が強くなったため。 
 
 



[全般] 
[問題](前期期末など) 
 室町時代の産業などについて，次の各

問いに答えよ。 
(1) 商人や手工業者が営業を独占するた

めにつくった，同業者の組合を何と

いうか。 
(2) 幕府の保護を受け，金融業を営んで

いた業者を2つ答えよ。 
(3) 馬の背に荷物を積んで運ぶ運送業者

を何というか。 
(4) 運送業をかねた倉庫業者を何という

か。 
(5) 交通の要地などで開かれるようにな

った市場を何というか。 
(6) 村ごとにつくられた自治的な組織を

何というか。 



(7) (6)の自治組織によって広い範囲にわ

たって結びつきを強めた農民は，年

貢を減らす交渉をしたり，金融業者

をおそったりする一揆をおこした。

このような一揆を何というか。 
(8) 1428年に起こった(7)の一揆は何か。 
(9) (8)の一揆が求めたのは何か。「借金」

という語句を使って答えよ。 
 
[解答](1) 座 (2) 土倉，酒屋 (3) 馬借 

(4) 問 (5) 定期市 (6) 惣 (7) 土一揆 

(8) 正長の土一揆 (9) 借金の帳消し 
 



【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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