
【FdData中間期末：中学歴史豊臣秀吉】 
 [桃山文化] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[桃山文化の特色] 
[問題](2学期期末) 
豊臣秀吉の時代，大名や大商人たちの

権力や富を背景にした豪華で壮大な文化

がおこった。これを何文化というか。 
 
[解答]桃山文化 
[解説] 
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全国を統一する政権が出現した桃山
ももやま

時代

は，古い社会のしくみがこわされ，社会

には活気がみなぎった。この時代の桃山

文化は，大名や大商人たちの権力や富を

背景にした豪華
ご う か

で壮大
そうだい

な文化で，南蛮
なんばん

文

化の影響も受けている。 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「桃山文化」「豪華で壮大」である。 
 
 
[問題](1学期中間) 
桃山文化の特色として正しいものを 1

つ選び，記号で答えよ。 
ア 豪華で壮大である。 
イ 仏教の影響を強く受けている。 
ウ 素朴で力強い。 
エ 優雅で貴族的である。 



[解答]ア 
 
 
[問題](1学期中間) 
桃山文化の特色を，次の語句を使って

説明せよ。 
[ 大名や大商人 豪華 権力や富 ] 
 
[解答]大名や大商人たちの権力や富を背

景にした豪華で壮大な文化。 
 
 



[天守・ふすま絵] 
[問題](2学期中間) 
桃山文化の代表的なものに城がある。

鉄砲の伝来によって築城法が大きく変わ

り，城外には堀がつくられ，城壁が高く

なった。また，図の姫路城のように城の

最上部には壮大な(  )がつくられるよ

うになった。(  )に適語を入れよ。 
 
 
 
 
 
 
[解答]天守 



[解説] 
 
 
 
 
桃山
ももやま

文化を代表するのは，安土
あ づ ち

城
じょう

，大阪
おおさか

城
じょう

，姫路
ひ め じ

城
じょう

などの支配者の権威
け ん い

を示す

壮大
そうだい

な城である。これらの城の最上部に

は天守
てんしゅ

がつくられるようになった。姫路

城は世界遺産に登録されている。 
 
 
 
 
 



城のふすまや屏風
びょうぶ

には，はなやかな絵が

えがかれるようになった。屏風絵やふす

ま絵で有名なのは狩野永徳
か のう えいと く

(右図の「

唐獅子図
か ら じ し ず

屏風
びょうぶ

」はその代表作)や狩野山
さん

楽
らく

である。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「狩野永徳」「姫路城」である。「天守」

の出題頻度も高い。 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 上の写真は，世界遺産にも登録され

ている城である。何という城か。 
(2) 上の写真の城の中心には，高くそび

える建物がみられる。これを何とい

うか。 
(3) 屏風絵やふすま絵で有名な人物を 1

人あげよ。 
 
[解答](1) 姫路城 (2) 天守 
(3) 狩野永徳 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 豊臣秀吉が本拠として築いた壮大な

城の名称を答えよ。 
(2) (1)の城などにはなやかな屏風絵やふ

すま絵をえがいた狩野派の絵師を 2
人答えよ。 

 
[解答](1) 大阪城 (2) 狩野永徳，狩野山

楽 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の資料の作者名と作品名を書け。 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]作者名：狩野永徳 
作品名：唐獅子図屏風 
 
 



[茶の湯・芸能など] 
[問題](2学期中間) 
それまでの茶の湯

は，千家流の開祖であ

る右図の(  )によっ

て茶道に大成された。

(  )に適語を入れよ。 
 
[解答]千利休 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 



茶
ちゃ

の湯
ゆ

は，大名や大商人たちの間で流行

していたが，秀吉に仕えた千利休
せんのりきゅう

は，

質素
し っ そ

なわび茶の作法を完成させた。 
社会全体に，現世を楽しむ風潮が強まり，

恋愛などをうたう小歌が流行し，室町時

代に琵琶などに合わせて恋物語などを語

った浄瑠璃
じ ょ う る り

が，琉球
りゅうきゅう

から伝わった三線
さんしん

をもとにつくられた三味線
し ゃ み せ ん

に合わせて語

られるようになった。 
17世紀はじめ，出雲

い ず も

の阿国
お く に

という女性が

始めたかぶき踊りも人気を集めた。「かぶ

く」は「傾く(かぶく)」という語から生

まれた言葉で，目をおどろかす異様な姿

で変わったことをする者を「かぶき者」

といった。 
 
 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「千利休」「出雲の阿国」である。「茶の

湯」「かぶき踊り」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) ｢わび茶｣を完成させた人物は誰か。 
(2) かぶき踊りを始めた次の資料の左上

の女性は誰か。 
 
 
 
 
 
 
[解答](1) 千利休 (2) 出雲の阿国 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 出雲の阿国が始めた踊りを何という

か。 
(2) 琉球から伝わった三線をもとにつく

られた楽器を何というか。 
(3) (1)の楽器を用いた芸能を次の[  ]

から1つ選べ。 
[ 能楽 狂言 浄瑠璃 猿楽 ] 

 
[解答](1) かぶき踊り (2) 三味線 
(3) 浄瑠璃 
 
 



[南蛮文化] 
[問題](2学期中間) 

16 世紀に宣教師や貿易商人が日本を

訪れ，活版印刷術，地球儀や眼鏡，時計，

タバコ，ワイン，乳製品等を日本にもた

らした。これらの，安土・桃山時代の文

化に大きな影響を与えたヨーロッパから

の文化は(  )文化と呼ばれている。

(  )に適語を入れよ。 
 
[解答]南蛮 
[解説] 
※この単元で出題頻度が高いのは「南蛮

文化」である。 
 
 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 織田信長や豊臣秀吉の時代には，カ

ステラやタバコなどのさまざまな文

化が伝わった。この文化を何といい

うか。 
(2) 次の資料について，南蛮文化を表す

ものではないものを次の[  ]から 

1つ選べ。 
[ ひだえり キセル かさ 
 袖無しの着物 ] 

 
 
 
 
 
 



[解答](1) 南蛮文化 (2) かさ 
 
 
[問題](後期期末) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 豊臣秀吉が奨励していた，ポルトガ

ルなどとの貿易を何と呼ぶか。 
(2) (1)の貿易によって日本に伝えられた

ものを，下の[  ]から1組選べ。 
[ 活版印刷術・天文学 仏教・稲作 
 風説書・砂糖 銅銭・水墨画 ] 

 
[解答](1) 南蛮貿易 (2) 活版印刷術・天

文学 
 
 



【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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