
【FdData中間期末：中学歴史江戸時代】 
 [武家諸法度・参勤交代] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[武家諸法度] 
[問題](2学期中間) 
次の資料は，1615年に江戸幕府が出し

た法律の一部である。この法律の名前を

答えよ。 
一 学問と武道にひたすら精を出すよう

にせよ。 
一 諸国の城は，修理する場合であって

も，必ず幕府にもうし出ること。ま

して新しい城をつくることは厳しく

禁止する。 
一 幕府の許可なしに，婚姻を結んでは

ならない。 
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[解答]武家諸法度 
[解説] 
 
 
 
 
 
幕府は，武家

ぶ け

諸法度
し ょ は っ と

という法律を定め，

大名が許可なく城を修理したり，大名ど

うしが幕府の許可なしに婚姻
こんいん

を結ぶこと

を禁止した。最初の武家諸法度は，第 2
代将軍徳川秀

ひで

忠
ただ

のとき，1615年に，軍職

を退いていた徳川家康が定めた。以後，

将軍がかわるたびごとに出された。 
江戸幕府初期には，多くの大名が武家諸

法度違反などの理由で処罰
しょばつ

された。たと

えば，1619年，関ヶ原の合戦で功績
こうせき

があ



った福島
ふくしま

正則
まさのり

は，武家諸法度で禁じられ

ていた城の修築
しゅうちく

を無断で行ったという

理由でお家取りつぶしの処罰を受けてい

る。これは，昔からの功労者
こうろうしゃ

であった大

名でも法度に背
そむ

けば容赦
ようしゃ

しないという

武断
ぶ だ ん

政治
せ い じ

の姿勢を示したものである。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「武家諸法度」である。「城の修理」「婚

姻」もときどき出題される。 
 



[問題](2学期中間) 
 次の資料をみて，後の各問いに答えよ。 
一 学問と武道にひたすら精を出すよう

にせよ。 
一 諸国の( ① )は，修理する場合で

あっても，必ず幕府にもうし出るこ

と。まして新しい(①)をつくること

は厳しく禁止する。 
一 幕府の許可なしに，( ② )を結ん

ではならない。 
(1) この法律の名前を書け。 
(2) この法律は誰を対象として出された

か。 
(3) 資料中の①，②に適語を入れよ。 
 
[解答](1) 武家諸法度 (2) 大名 
(3)① 城 ② 婚姻 



[参勤交代] 
[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 徳川家康は，豊臣氏をほろぼした後，

( ① )という法律をつくり，大名が許

可なく城を修理したり，大名家どうしが

無断で婚姻関係を結んだりすることを禁

止した。さらに，3 代将軍の徳川家光は

( ② )の制度を定め，大名は江戸に妻

子を人質として置き，1 年おきに領地と

江戸を往復することを義務づけた。往復

のための費用や江戸での生活のための費

用は大きな負担となり，このために各藩

の財政は非常に苦しくなり，大名の経済

力が弱められた。 
 
[解答]① 武家諸法度 ② 参勤交代 



[解説] 
 
 
 
 
 
大名の参勤

さんきん

(江戸に来ること)には，将軍

と大名の主従
しゅじゅう

関係
かんけい

を確認するためとい

う目的があったが，第3代将軍徳川家光
いえみつ

は，参勤
さんきん

交代
こうたい

を制度として定め，大名は

江戸に妻子
さ い し

を人質
ひとじち

として置き，1 年おき

に領地と江戸を往復することを義務づけ

た。 
往復の費用や江戸での生活のために多く

の出費をしいられた。その結果，各藩の

財政は非常に苦しくなり，大名の経済力

が弱められた。 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「参勤交代」である。「徳川家光」「往復

の費用や江戸での生活のために多くの出

費をしいられた」も出題頻度が高い。 
 
[問題](2学期期末) 
次の資料をみて，後の各問いに答えよ。 
一 大名は，毎年四月中に江戸に参勤す

ること。 

一 幕府の許可なしに，婚姻を結んでは

ならない。 

(1) 資料は何という法律の一部か。 
(2) 資料中の下線部の制度を何というか。 
(3) (2)の制度を定めた将軍は誰か。 
 
[解答](1) 武家諸法度 (2) 参勤交代 
(3) 徳川家光 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 大名が江戸と領地を 1 年おきに往復

する制度を何というか。 
(2) (1)の制度を定めた将軍の名前を書け。 
(3) (1)の制度の目的を「主従関係」とい

う語句を使って簡単に書け。 
(4) (1)の制度により大名の経済力が弱ま

ったが，その理由を「往復」「江戸で

の生活」という語句を使って簡潔に

書け。 
[解答](1) 参勤交代 (2) 徳川家光 
(3) 将軍と大名の主従関係を確認するた

め。 (4) 往復の費用や江戸での生活の

ために多くの出費をしいられたから。 
 
 



[問題](2学期中間) 
参勤交代を実施したことによって大名

の経済力が弱まったが，その理由を簡単

に説明せよ。 
 
[解答]往復の費用や江戸での生活のため

に多くの出費をしいられたから。 
 
 
[朝廷の統制] 
[問題](前期期末) 
 幕府が定めた，天皇や公家の行動を制

限するための法律を何というか。 
 
[解答]禁中並公家諸法度 
 
 



[解説] 
 
 
 
 
幕府は，京都所司代

きょうとしょしだい

を置いて朝廷を監視

し，禁中並公家諸法度
きんちゅうならびにくげしょはっと

という法律で天皇

や公家の行動を制限し，政治上の力を持

たせなかった。 
 
※この単元でやや出題頻度が高いのは

「禁中並公家諸法度」である。 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
幕府は，( ① )という法律で天皇や

公家の行動を制限し，( ② )という役

所を置いて朝廷を監視した。 
 
[解答]① 禁中並公家諸法度 
② 京都所司代 
 
 



【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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