
【FdData中間期末：中学歴史】 
[織田信長②：安土城と楽市・楽座] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[問題](2学期期末) 
 次の文の①，②に適語を入れよ。 
織田信長は，長篠の戦

いの翌年，琵琶湖のほと

り(右図の A，現在の滋

賀県)に天守を特徴とす

る壮大な( ① )城を築

き，城下には( ② )の政策によりだれ

でも自由に商工業ができるようにした。

また，関所を廃止して，商工業の発展を

図った。 
[解答]① 安土 ② 楽市・楽座 
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[解説] 
 
 
 
 
 
織田
お だ

信長
のぶなが

は，長篠
ながしの

の戦いの翌年，琵琶
び わ

湖
こ

の

ほとり(現在の滋賀
し が

県)に 5 層の天守
てんしゅ

をも

つ壮大な安土
あ づ ち

城
じょう

を築いた。信長は安土城

下には楽
らく

市
いち

・楽座
ら く ざ

の政策によりだれでも

自由に商工業ができるようにした。室町

時代以降，同業者の団体である座
ざ

が増え

たが，商人の座は，寺社や荘園
しょうえん

領主
りょうしゅ

に

営業税を納める代わりに一定地域内にお

ける独占的販売権を認められていた。 
楽市・楽座の政策は，商工業の発展をは

かるために，座の特権を廃止し，市場の



税を免除し誰でも自由に商工業ができる

ようにした政策である。 
また，当時，寺社や荘園領主が交通の要

所に関所
せきしょ

を設け，通行税を徴収していた

が，信長は関所を廃止して，商工業の発

展を図った。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「楽市・楽座」である。「安土城」の出題

頻度も高い。 
 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 織田信長が築いた

5 層の天守をもつ

城の名前は何か。 
(2) (1)の城の場所を

右の地図中のア～

オから選び記号で答えよ。 
(3) 信長は(1)の城下で商工業を発展させ

るために，座の特権を廃止し，税な

どを免除する政策をとったが，何と

いう政策か。 
(4) 信長は(3)のほか，商工業を発展させ

るために各地の何を廃止して交通の

円滑化を図ったか。漢字 2 文字で答

えよ。 
[解答](1) 安土城 (2) ウ (3) 楽市・楽

座 (4) 関所 



[問題](2学期期末) 
次の略地図は，織田信長が城を築き天

下統一を進める拠点とした城下町とその

周辺の街道を示したものである。これを

みて，次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 地図中◎で示した城下町にあった，

①右図の城の名前を答えよ。②また，

信長が最初につくり広まったといわ

れるこの建物の様式を何というか。

漢字2字で答えよ。 
(2) (1)の城は現在の何県にあるか。 



(3) 信長は商工業の発展をはかるために，

座の特権を廃止し，市場の税を免除し

誰でも自由に商工業ができるように

した。この政策を何というか。 
 
[解答](1)① 安土城 ② 天守 
(2) 滋賀県 (3) 楽市・楽座 
 
[問題](後期期末) 
楽市・楽座などの政策について，次の

文中の①～③に適語を入れよ。 
・( ① )を廃止し通行税を免除→

( ② )や物資が自由に移動できるよう

になった。 
・産業を独占していた( ③ )の特権を

廃止した。 
 



[解答]① 関所 ② 人 ③ 座 
 
 
[問題](2学期中間) 
織田信長が行った「楽市・楽座」の内

容を「商工業の発展」「座」「税」の語句

を使って説明せよ。 
 
[解答]商工業の発展をはかるために，座の

特権を廃止し，市場の税を免除し誰でも

自由に商工業ができるようにした。 
 



[仏教勢力などとの戦い] 
[問題](2学期期末) 
織田信長は仏教勢力に対して，敵対す

る勢力には厳しい態度で臨んだ。1571
年，敵対関係にあった琵琶湖を望むある

山の寺を焼き討ちにした。この寺の名を

答えよ。 
 
[解答]延暦寺 
[解説] 
 
 
 
 
信長は仏教勢力に対して，敵対する勢力

には厳しい態度で臨んだ。当時の大寺

院・寺社は強大な宗教的権威と経済力を



背景に武装しており，それ自体が強大な

政治勢力であった。信長は敵対する

比叡山
ひ え い ざ ん

延暦寺
えんりゃくじ

(琵琶湖
び わ こ

のほとりにあった)
を焼き討ちにした。信長にとって最大の

敵となったのは，石山
いしやま

本願寺
ほ ん が ん じ

を頂点にし

た一向
いっこう

一揆
い っ き

勢力であった。 
信長は，1573年には伊勢

い せ

長島
ながしま

の一向一揆

をほろぼし，翌年には越前
えちぜん

の一向一揆を

平定し，ついに 1580 年には石山の本願

寺を屈服させることに成功した。信長は，

キリスト教に対しては，仏教勢力に対抗

させる意図もあって，これを保護した。 
信長は堺

さかい

の鉄砲
てっぽう

と経済力に目をつけ，こ

れを支配下に置こうとしたため，堺の商

人たちは自治を守るために戦ったが，信

長に屈服
くっぷく

した。 
 



※この単元でよく出題されるのは「比叡

山延暦寺」である。「仏教勢力を弾圧」「キ

リスト教を保護」もしばしば出題される。 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 織田信長は敵対する勢力を武力で征

服した。敵対した勢力にあてはまら

ないものを次の[  ]から1つ選べ。 
[ 延暦寺 堺の商人 今川氏 
 一向一揆  徳川氏 ] 

(2) 織田信長がキリスト教に対してとっ

た態度を次から1つ選べ。 
ア 最初からキリスト教を禁じ，宣

教師を追放した。 
イ 仏教勢力と対抗するために保護

した。 
ウ 最初は布教を禁じたが，のちに

は自分自身も信仰した。 
 
[解答](1) 徳川氏 (2) イ 



[本能寺の変] 
[問題](3学期) 
織田信長が家来の明智光秀にむほんを

おこされ，自害に追いこまれたできごと

を何というか。 
 
[解答]本能寺の変 
[解説] 
1582 年，信長は，

家臣の明智光
あ け ち み つ

秀
ひで

に

そむかれて，

本能寺
ほ ん の う じ

で自害
じ が い

した。

(一期
い ち ご

の罰
ばつ

(1582)か本能寺) 明智光秀

は，羽柴
は し ば

秀
ひで

吉
よし

(豊臣秀吉)によって倒され，

秀吉は信長の後継者
こうけいしゃ

争いに勝利し，やが

て全国を統一した。 
 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「本能寺の変」である。「明智光秀」の出

題頻度も高い。 
 
 
[問題](1学期中間) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 

1582年，織田信長は京都の( ① )寺
で家臣の( ② )に攻められ自害した。

(②)をたおした信長の家臣( ③ )は，信

長の後継者争いに勝利し，やがて全国を

統一した。 
 
[解答]① 本能 ② 明智光秀 
③ 羽柴秀吉(豊臣秀吉) 
 
 



【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 

http://www.fdtext.com/dp/qanda_k.html
http://www.fdtext.com/dp/seihin.html
mailto:info2@fdtext.com

