
【FdData中間期末：中学歴史】 
 [宗教改革] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[ルターの宗教改革] 
[問題](前期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) ドイツで宗教改革をすすめた人物は

誰か。 
(2) 宗教改革後，新しい教えを信仰する

人々を何と呼んだか。次の[  ]から

1つ選べ。 
[ カトリック ムスリム 
 プロテスタント  キリシタン ] 

 
[解答](1) ルター (2) プロテスタント 
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[解説] 
 
 
 
 
 
十
じゅう

字軍
じ ぐ ん

が失敗して，教会の権威
け ん い

はおとろ

え，財政も苦しくなっていた。ローマ

教皇
きょうこう

は大聖堂
だいせいどう

の改築
かいちく

のために免罪
めんざい

符
ふ

と

いうお札
ふだ

を売り出して資金集めを行った

(免罪符を買えば，罪のつぐないができて

天国へ行けるとされていた)。これに対

し，神学者
しんがくしゃ

ルター(ドイツ)や，カルバン(フ
ランスとスイス)は信仰

しんこう

のよりどころは

聖書
せいしょ

にのみあるとしてこれを批判
ひ は ん

した。

ルターなどの改革の動きを宗教
しゅうきょう

改革
かいかく

と

いい，改革派のキリスト教をプロテスタ



ント(「抗議する者」という意味)という。

(以後否(1517)とルター，宗教改革) 
当時，活版

かっぱん

印刷術
いんさつじゅつ

が実用化されたため，

聖書を手に入れることが容易になってい

た。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「ルタ

ー」「プロテスタント」である。「免罪符」

「宗教改革」もよく出題される。 
 
 



[問題](前期中間改) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
十字軍が失敗して，教会の権威はおと

ろえ，財政も苦しくなっていた。ローマ

教皇は大聖堂の改築のために( ① )符
というお札を売り出して資金集めを行っ

た。これに対し，神学者の( ② )(ドイ

ツ)や，カルバン(フランスとスイス)は信

仰のよりどころは聖書にのみあるとして

これを批判した。(②)などの改革の動き

を( ③ )改革といい，改革派のキリス

ト教を( ④ )という。 
 
[解答]① 免罪 ② ルター ③ 宗教 
④ プロテスタント 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の文をよんで，各問いに答えよ。 
中世のヨーロッパではキリスト教が広

がっており，( ① )を頂点とする

( ② )が国王をしのぐほどの勢力をも

っていた。 
(1) 上の文中の①，②に適語を入れよ。 
(2) 文中の①がローマの大聖堂を改築す

るために販売したものを漢字で書け。 
(3) (2)に対して，ある人物2人がキリス

ト教を改革する動きをおこした。1)
ドイツで活躍した人物と，2)フラン

スとスイスで活躍した人物をそれぞ

れ書け。 
(4) (3)の人物たちがおこした新しい教え

やその信者たちを何というか。 



(5) (3)の人物たちによるそれまでのキリ

スト教を改める動きを何というか。 
 
[解答](1)① ローマ教皇 
② カトリック教会 (2) 免罪符 
(3)1) ルター 2) カルバン 
(4) プロテスタント (5) 宗教改革 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右の資料は中

世ヨーロッパ

での様子であ

る。①この図

で民衆が教会

から購入して

いるものは何か。漢字で書け。 
②また，民衆が①を欲した理由を説

明せよ。 
(2) (1)に関して，ルターはそれを否定し

た。この動きに関する次の問いに答

えよ。 
① 彼らはプロテスタントと呼ばれ

たがそれはどのような意味か説

明せよ。 



② 彼らプロテスタントが特に重要

と考えたのが聖書であるが，こ

れはルネサンスの三大発明の何

と関係しているか。漢字で書け。 
 
[解答](1)① 免罪符 ② 罪のつぐないが

できて天国へ行けると信じていたため 

(2)① 抗議する者 ② 活版印刷術 
 
 



[カトリック教会側の改革] 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ルターは，1517年，キリスト教会の

腐敗を批判し，ドイツでキリスト教

を改革する運動を始めた。この動き

を何というか。 
(2) (1)の動きに対して，批判されたカト

リック教会側でも内部から立て直し

の動きがおこり，宣教師をアジアや

アメリカ大陸に派遣して，カトリッ

ク教会の教えを広めるための僧侶の

会が組織された。この会を何という

か。 
 
[解答](1) 宗教改革 (2) イエズス会 



[解説] 
 
 
 
 
ルターらの改革の刺激を受けて，カトリ

ック教会側でも，勢力を回復するために，

フランシスコ・ザビエルらがイエズス会

をつくり，海外
かいがい

布教
ふきょう

などに力を入れた。 
※この単元で出題頻度が高いのは「イエ

ズス会」「フランシスコ・ザビエル」であ

る。 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) カトリック教会

が，海外への布

教のためにつく

った組織を何と

いうか。 
(2) (1)の組織の宣教

師であった右図の人物の名前を答え

よ。 
 
[解答]① イエズス会 
② フランシスコ・ザビエル 
 
 



[問題](3学期) 
宗教改革に対抗して，カトリック教会

はどのような動きをしたか，簡潔に説明

せよ。 
 
[解答]勢力を回復するためイエズス会を

つくり，アジアなどへの海外布教に力を

入れた。 
 
 



【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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