
【FdData中間期末：中学歴史】 
 [大航海時代] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[アジア進出の目的] 
[問題](2学期中間) 

15 世紀末からヨーロッパ人がアジア

へ進出するようになったが，その目的一

つは，キリスト教を世界に広めることで

あった。もう一つの目的は，イスラム商

人やイタリア商人が仲介していたために

高価だったアジアのある産物を直接手に

入れることであった。何という産物か。

漢字3字で答えよ。 
 
[解答]香辛料 
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[解説] 
 
 
 
 
ルネッサンスの時期のヨーロッパでは，

羅針盤
ら し ん ば ん

が実用化され，航海術
こうかいじゅつ

も進歩し，

世界地図も作られた。これによって，大

西洋に乗り出すことができるようにな

り，大航海
だいこうかい

時代
じ だ い

が始まった。ヨーロッパ

人のアジア進出の目的一つは，キリスト

教を世界に広めることであった。もう一

つの目的は，イスラム商人やイタリア商

人が仲介
ちゅうかい

していたために高価だったア

ジアの香辛料
こうしんりょう

を直接手に入れることで

あった。インドや東南アジア原産の香辛

料は，食肉中心のヨーロッパ人にとって，



E調味料E

ちょうみりょう

A・AE防腐剤E

ぼ う ふ ざ い

Aとして重要であった(AE冷蔵E

れいぞう

A設備のない時代なので，肉はいたみやす

く，こしょうで味やにおいをごまかさな

いと，食べられたものではなかった)。し

かし，香辛料は非常に高価であり(こしょ

う100gの値段は銀100g)，香辛料を使用

することは，AE王侯E

おうこう

A・貴族にとっては地位

の象徴でもあったほどである。当時，香

辛料は，イスラム商人→イタリア商人と

陸路で運ばれていたが，独占状態であっ

たので，最終的には原価(輸送費を含む)
の 4～6 倍の値段になり，イスラム商人

やイタリア商人は大きな利益を得ていた。 
※この単元で出題頻度が高いのは「香辛

料」である。「キリスト教を世界に広める

ため」もときどき出題される。 



[問題](1学期期末) 
 次の文中の①～③に適語を入れよ。 
スペイン人やポルトガル人が新航路を

もとめた目的は，( ① )教を世界に広

めることと，( ② )商人やイタリア商

人の手を通さずに，アジアの( ③ )な
どを直接手に入れることであった。 
 
[解答]① キリスト ② イスラム 
③ 香辛料 
 
 



[問題](前期中間) 
ヨーロッパ人がアジアに進出した経済

的な理由は何であったか。 
 
[解答]香辛料などのアジアの物産を手に

入れること。 
 
 
[問題](1学期中間) 
ヨーロッパの国々が大航海に乗り出し

た目的は何か。「キリスト教」「香辛料」

という2つの語句を使って説明せよ。 
 
[解答]キリスト教を世界に広めることと，

香辛料などアジアの物産を直接手に入れ

ること。 
 



[地理上の発見] 
[問題](後期期末) 

16世紀，ヨーロッパ人が世界に進出す

るようになった。右の資料のア～ウの航

路は，次の[  ]の人物や率いた船隊の

航路を示している。当てはまる人物を，

それぞれ1人ずつ選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
[ バスコ・ダ・ガマ マゼラン 
 コロンブス ] 
 



[解答]ア： コロンブス 
イ：バスコ・ダ・ガマ  ウ：マゼラン 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
アジアとの貿易の利益に目をつけた人々

は，ポルトガルやスペインのAE援助E

えんじょ

Aを受け

て，直接アジアに行くAE航路E

こ う ろ

Aを求めてAE探検E

たんけん

A

に乗り出した。ルネサンスで天文学や地

理学も発達していたが，スペインの援助

を受けたコロンブスは，地球が丸いとい

う説を信じて西へ行けばインドにたどり



着けると考え，西に向かって航海を行い，

1492年に西インド諸島にたどりついた。 
(いよ！国(1492)発見コロンブス) スペ

インはコロンブスの発見した新大陸に進

出し，アステカ帝国，インカ帝国などの

文明をほろぼした。 
1498年バスコ・ダ・ガマはアフリカ南端

を回ってインドに至るAE航路E

こ う ろ

AをAE開拓E

かいたく

Aした。 
また， 1519 年，マゼランの一行は西回

りで世界一周に成功した。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「コロンブス」「バスコ・ダ・ガマ」「マ

ゼラン」の人物名とその航路である。 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の地図を見て，各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) A～C の航路を開いた人物を 1 人ず

つ選べ。 
[ バスコ・ダ・ガマ 
 コロンブス マゼラン ] 

(2) A の航路を発見した人物を援助した

国名を答えよ。 
(3) 新航路が開かれるきっかけとなった

品物を次の[  ]から1つ選べ。 
[ 香辛料 コーヒー じゃがいも 
 かぼちゃ ] 



[解答](1)A コロンブス 
B バスコ・ダ・ガマ C マゼラン 
(2) スペイン (3) 香辛料 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文の①～⑥に適語を入れよ。 
 
 
 
 
 
スペインの援助を受けた( ① )は，

地球が丸いという説を信じて西へ行けば

インドにたどり着けると考え，西に向か

って図の( ② )のように航海を行い，

1492年に西インド諸島にたどりついた。

ついで，1498年( ③ )はアフリカ南端

を回ってインドに至る航路(図の( ④ )
の航路)を開拓した。さらに 1519 年，

( ⑤ )の一行は西回り(図の( ⑥ )の
航路)で世界一周に成功した。 



[解答]① コロンブス ② ウ 
③ バスコ・ダ・ガマ ④ ア 
⑤ マゼラン ⑥ イ 
 
[問題](2学期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) スペインやポルトガルは，アジアへ

の航路を求めていた。大西洋を西回

りでアジアに行く航路を開いたのは，

どちらの国か。 
(2) 1492年，大西洋を横断してカリブ海

の島に到着したのは誰か。 
(3) (2)の人物は到着した島をどこの一

部だと思ったか。 
 
[解答](1) スペイン (2) コロンブス 
(3) インド 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 大航海時代，さかんに海外へ進出し

た国を2つ書け。 
(2) 新航路発見に欠くことのできなかっ

た発明品を，次の[  ]から1つ選べ。 
[ 火薬 羅針盤 活版印刷術 ] 

(3) コロンブスは，西回りでアジアへ行

く航路を開こうと考えた。これは当

時，地球はどのようであると考えら

れるようになったからか。 
 
[解答](1) ポルトガル，スペイン 
(2) 羅針盤 (3) 地球が球体であると考

えられるようになったから。 
 
 



[問題](3学期) 
次の資料を見て，後の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
「1492 年 10 月 11 日，木曜日。 ･･･帆
をみじかくおろして，夜明けまで待った。

そして，翌日の金曜日，船はルカヨ群島

の一小島，インド人の言葉で，グァナア

ニ島(サンサルバドル島のこと)と呼ばれ

る島に到着した。やがて，裸の人びとが

見えた。」 



(1) 資料について，これは15世紀末にあ

る人物が書いた航海日誌である。こ

の人物は誰か。 
(2) (1)の人物が航海した航路を，地図中

ア～ウから1つ選べ。 
(3) (1)の人物はカリブ海の何という諸島

に到着したか。 
(4) アジアの物産の中で，当時のヨーロ

ッパ人が求めていたものを，次の

[  ]から1つ選べ。 
[ 毛織物 銀製品 ダイヤモンド 
 香辛料 ] 

(5) こうした航海ができるようになった

のは，方位を知るためのある道具の

改良の結果である。大洋を航海する

ために必要なこの道具の名前を答え

よ。 



[解答](1) コロンブス (2) ア 
(3) 西インド諸島 (4) 香辛料 
(5) 羅針盤 
 



【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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