
【FdData中間期末：中学歴史】 
 [キリスト教の伝来・南蛮貿易] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[キリスト教の伝来] 
[問題](1学期期末) 
ルターらの宗教改

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

にイエズス会をつく

り，海外布教などに力

を入れた。1549年，鹿児島に上陸し，キ

リスト教を日本各地に伝えた，右図のイ

エズス会の宣教師は誰か。 
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[解答]フランシスコ・ザビエル 
[解説] 
 
 
 
 
 
ルターらの 宗教

しゅうきょう

改革
かいかく

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，

海外布教
ふきょう

などに力を

入れた。1549年，イ

エズス会の宣教師
せんきょうし

フ



ランシスコ・ザビエルがキリスト教を伝

えるために日本に来た。(以後よく(1549)
発展キリスト教) ザビエルは鹿児島

か ご し ま

に

上陸した後，山口，京都，豊後
ぶ ん ご

府内
ふ な い

(大分

市)などで布教して，2年あまりで去った

が，その後も宣教師
せんきょうし

がやって来て，教会

などを建てて布教を行った。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「フランシスコ・ザビエル」である。「イ

エズス会」「キリスト教を伝える」「鹿児

島(地図)」もよく出題される。 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1549 年に日本に

伝えられ，日本の

社会に大きな影

響を与えた宗教

は何か。 
(2) (1)の宗教を日本に初めて伝えた右

図の人物は誰か。 
(3) (2)の人物は，(  )会の宣教師であ

った。(  )にあてはまる語句をカ

タカナ4文字で答えよ。 
 
[解答](1) キリスト教 (2) フランシス

コ・ザビエル (3) イエズス 
 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 図の人物はだれか。 
(2) (1)の人物はカトリックの何という会

の宣教師であったか。 
(3) (1)の人物は最初日本のどこに上陸し

たか。①地名を答えよ。②また，そ

の位置を右の地図中のア～オから 1
つ選べ。 

(4) (1)の人物が日本へやって来た目的を

簡潔に説明せよ。 



[解答](1) フランシスコ・ザビエル 
(2) イエズス会 (3)① 鹿児島 ② エ 
(4) キリスト教を布教するため。 
 
 
[問題](1学期中間) 
 次の文の①～④に適語を入れよ。 
ルターらの( ① )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( ② )会をつくり，海外布

教に力を入れた。(②)会の宣教師( ③ )
は，( ④ )年に鹿児島に上陸して，鹿

児島，山口，京都，豊後府内(現在の大分

県)などで布教活動を行った。 
 
[解答]① 宗教 ② イエズス 
③ フランシスコ・ザビエル ④ 1549 



[南蛮貿易] 
[問題](1学期期末) 

16世紀半ば以降，平戸や長崎などでポ

ルトガル人やスペイン人などの南蛮人と

の貿易がさかんになり，日本は生糸や絹

織物などを輸入し，おもに銀を輸出した。

この貿易を何というか。 
 
[解答]南蛮貿易 
[解説] 
 
 
 
 
マカオを根拠地

こ ん き ょ ち

としていたポルトガル商

人たちは，貿易の相手として日本に注目

し，平戸
ひ ら ど

(長崎
ながさき

県)や長崎などで貿易が始



まった。輸入品は，生糸
き い と

や絹織物
きぬおりもの

など中

国産の品物が中心であったが，毛織物
け お り も の

，

時計，ガラス製品などのヨーロッパの品

物もあった。また，地球儀
ちきゅうぎ

や活版
かっぱん

印刷術
いんさつじゅつ

ももたらされた。日本は，おもに銀
ぎん

を輸

出した。当時，日本の銀の産出量は世界

の約3分の1を占めていた。日本の銀の

ほとんどは石見
い わ み

銀山
ぎんざん

(島根県)で産出され

ていた。16世紀後半にはスペイン人も日

本に来て貿易をするようになった。ポル

トガル人やスペイン人は南蛮人
なんばんじん

と呼ばれ

たので，この貿易を南蛮
なんばん

貿易
ぼうえき

という。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「南蛮貿易」である。「銀」「生糸」もよ

く出題される。 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 16 世紀後半に行われたポルトガル

人やスペイン人などの南蛮人との貿

易を何というか。 
(2) (1)の貿易で，日本が輸入したものを

下の[  ]から2つ選べ。 
(3) (1)の貿易で，日本が輸出したものを

下の[  ]から1つ選べ。 
[ 生糸 銀 絹織物 ] 
 
[解答](1) 南蛮貿易 (2) 生糸，絹織物 
(3) 銀 
 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 16 世紀に日本に来たポルトガル人

やスペイン人は何と呼ばれたか。 
(2) (1)との貿易を何というか。 
(3) (2)の貿易で輸出入していたものを 1

品目ずつ答えよ。 
(4) (2)の貿易が行われていた主な港を次

の[  ]から1つ選べ。 
  [ 平戸と長崎 函館と兵庫 

 下田と横浜 ] 
 
[解答](1) 南蛮人 (2) 南蛮貿易 
(3)輸出：銀 輸入：生糸(絹織物) 
(4) 平戸と長崎 
 
 



[問題](1学期中間) 
次の資料を見て，後の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
(1) 資料に描かれている，16世紀に行わ

れた南蛮人との貿易を何というか。 
(2) 南蛮とはどこの国を表しているか。2

か国答えよ。 
(3) この貿易で日本は多くの銀を輸出し

た。当時世界の 3 分の1 の銀を産出

していたという日本で最も有名だっ

た銀山を何というか。この銀山は現

在，世界遺産に登録されている。 
 



(4) この貿易によって日本にもたらされ

たものとして，間違っているものを

次の[  ]から選べ。 
[ 地球儀 パン 三味線 
 活版印刷術 ] 

(5) (1)の貿易の中心となったのは九州の

どこか。次の[  ]から2つ選べ。 
[ 鹿児島 平戸 博多 長崎 
 島原 ] 

 
[解答](1) 南蛮貿易 
(2) ポルトガル，スペイン (3) 石見銀山 
(4) 三味線 (5) 平戸，長崎 
 
 



[キリスト教の広まり] 
[問題](1学期期末) 
豊後の大友宗麟など九州の大名たちの

中には，南蛮貿易の利益を得るためにキ

リスト教の信者になる者もいた。このよ

うな大名を何と呼んだか。 
 
[解答]キリシタン大名 
[解説] 
 
 
 
 
キリスト教の信者

しんじゃ

たちはキリシタンとよ

ばれ，人々の間に信仰
しんこう

が広まった。

大友宗麟
おおともそうりん

などの西日本の大名のなかに

は，南蛮
なんばん

貿易
ぼうえき

の利益を得るために，キリ



スト教を保護し，自らも洗礼
せんれい

を受けてキ

リシタン大名となる者もいた。 
1582年，イエズス会は，布教の成果を示

すため，伊東マンショなど4人の少年を，

豊後の大友宗麟
おおともそうりん

などのキリシタン大名が

派遣した使節だとして，ローマ教皇のも

とへ連れていった(天正遣欧
てんしょうけんおう

少年
しょうねん

使節
し せ つ

)。 
 
※この単元でよく出題されるのは「キリ

シタン大名」「南蛮貿易の利益を得るた

め」である。「天正遣欧少年使節」もとき

どき出題される。 
 
 



[問題](前期中間改) 
次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
人々の間にキリスト教が広まり，キリ

スト教の信者たちは( ① )と呼ばれた。

豊後の大友宗麟などの西日本の大名のな

かには，( ② )の利益を得るために，

キリスト教を保護し，自らも洗礼を受け

て(①)大名となる者もいた。1582年，イ

エズス会は，布教の成果を示すため，伊

東マンショなど4人の少年を，大友宗麟

などの(①)大名が派遣した使節だとして，

ローマ教皇のもとへ連れていった。この

使節を( ③ )という。 
 
[解答]① キリシタン ② 南蛮貿易 
③ 天正遣欧少年使節 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 九州の大名たちの中には，キリスト

教の信者になる者もいた。このよう

な大名を何と呼んだか。 
(2) (1)の大名たちがキリスト教を保護し

たり，信者になったりした経済的な

理由を簡潔に説明せよ。 
(3) 豊後の有名な(1)の名前を答えよ。 
(4) 1582年，イエズス会は，布教の成果

を示すため，右の絵のように伊東マ

ンショなど4人の少年を，(3)の大名

などが派遣

した使節だ

として，ロー

マ教皇のも

とへ連れて

いった。この使節を何というか。 



[解答](1) キリシタン大名 
(2) 南蛮貿易の利益を得るため。 
(3) 大友宗麟 (4) 天正遣欧少年使節 
 



【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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