
【FdData中間期末：中学歴史江戸時代】 
 [島原・天草一揆と鎖国] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[禁教と貿易統制の強化] 
[問題](2学期中間) 
 1612 年に幕府が幕領に出したキリス

ト教を禁止する命令を何というか。 
 
[解答]キリスト教禁止令(禁教令) 
[解説] 
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徳川家康は，最初は海外貿易の利益のた

めに，キリスト教については黙認
もくにん

してい

た。しかし，この間に全国にキリスト教

の信者
しんじゃ

が増加していった。 
家康は三河

み か わ

の時代に一向
いっこう

一揆
い っ き

に苦しめら

れた経験からキリスト教徒
きょうと

が増えて大き

な勢力になり，信者たちが団結して，領

主に対して一揆を起こす危険があると考

えた。家康は 1612 年，幕領にキリスト

教禁止令(禁教令
きんきょうれい

)を出した。また， 1616
年にはヨーロッパ船の来航を長崎

ながさき

と平戸
ひ ら ど

に限定して貿易を独占した。第3代将軍

徳川家光
いえみつ

は，1624年，スペイン船の来航

を禁止した。 
さらに，1635年，日本人の海外渡航を全

面的に禁止して朱印船貿易を停止すると

ともに，海外に住む日本人の帰国もいっ



さい禁止した。長崎の町中に住んでいた

ポルトガル人を出島に移し，日本人と交

流できないようにした。 
 
※この単元はときどき出題される。 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
徳川家康は，貿易の利益のため，キリ

スト教の布教を黙認し，そのためキリス

ト教の信者が全国に広まった。家康は

1612年，幕領に( ① )令を出し，迫害

を開始した。1616年にはヨーロッパ船の

来航を長崎と( ② )に限定して貿易を

独占した。第3代将軍徳川家光は，1624
年には( ③ )船の来航を禁止し，さら

に，1635年，日本人の海外渡航を全面的

に禁止して朱印船貿易を停止するととも

に，海外に住む日本人の帰国もいっさい

禁止した。 
 
[解答]① キリスト教禁止(禁教) 
② 平戸 ③ スペイン 



[絵踏] 
[問題](3学期) 
 長崎では，毎年，

正月の行事として，

右図のようなキリ

ストの像などを踏

ませる行事が行わ

れた。これはキリ

スト教徒の発見を目的としたものであっ

た。この行事を何というか。 
 
[解答]絵踏 
[解説] 
 
 
 
 



幕府は，キリスト教徒を発見するために

絵踏
え ふ み

を行い，役人の前でキリストや聖母
せ い ぼ

マリアの像などを踏ませてキリスト教徒

でないことを証明させた。 
絵踏は1629年に始められたが，1637年

の島原
しまばら

・天草
あまくさ

一揆
い っ き

の後，強化された。な

お，絵踏で使われたキリストや聖母マリ

アの像を刻んだ銅板などを踏絵
ふ み え

という。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「絵踏」である。「キリスト教徒を発見す

るため」の出題頻度も高い。 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 資料 1 は何を行っているようすか。

漢字2文字で答えよ。 
(2) (1)で使われた資料2の板を何という

か。 



(3) (1)のようなことが行われた目的は何

か。簡潔に説明せよ。 
 
[解答](1) 絵踏 (2) 踏絵 
(3) キリスト教徒を発見するため。 
 
 
[島原・天草一揆] 
[問題](2学期期末) 
 1637年，重税とキリスト教徒への厳し

い弾圧に苦しんだ農民たちが，天草四郎

という少年を総大将にして一揆を起こし

た。この一揆を何というか。 
 
[解答]島原・天草一揆 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1637 年，島原

しまばら

(長崎県)・天草
あまくさ

(熊本県)地
方のキリスト教徒

きょうと

約3万7千人が，無理

な年貢
ね ん ぐ

の取り立てとキリスト教徒(キリ

シタン)へのきびしい取りしまりに反対

して島原
しまばら

・天草
あまくさ

一揆
い っ き

を起こした(指導者は

天草四郎
あ まく さしろ う

という少年)。 



幕府は 12 万の大軍を送ってようやく一

揆をしずめた。(人むざんなり(1637)島
原・天草一揆) 
島原・天草一揆の後，幕府は，キリスト

教徒の発見のための絵踏
え ふ み

を強化した。ま

た，宗門改
しゅうもんあらため

によって仏教の信者である

ことを寺に証明させた。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「島原・天草一揆」である。「天草四郎」

「宗門改」もよく出題される。 
 



[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 

1637年，重税とキリスト教徒への厳し

い弾圧に苦しんだ 3 万 7 千人の人々が，

(  ① )という少年を大将にして

( ② )一揆を起こした。(②)一揆に驚い

た幕府は，12万の大軍を送ってようやく

一揆をしずめた。その後，キリスト教徒

への徹底した弾圧を行い，キリスト教徒

の発見のために行う( ③ )を強化した。

また，( ④ )によって仏教の信者であ

ることを寺に証明させた。 
 
[解答]① 天草四郎 ② 島原・天草 
③ 絵踏 ④ 宗門改 
 
 



[問題](後期期末) 
 1637年，キリスト教徒の一揆が起こっ

た。 
(1) この一揆は何と呼ばれているか。 
(2) この一揆について正しく説明してい

る文を，下のア～エから 1 つ選んで

記号で答えよ。 
ア 信仰で結びついた武士や農民た

ちが，守護大名を倒した。 
イ 幕府に借金の帳消しを求めて起

こした。 
ウ シャクシャインを指導者として

起こしたが，しずめられた。 
エ 信仰の迫害や重税に苦しむ人々

が起こした。 



(3) この一揆の起こった場所を，地図の

ア～ケから選んで答えよ。 
 
 
 
 
 
(4) この一揆の中心人物の名前を書け。 
(5) キリスト教徒は，この当時何と呼ば

れていたか。 
(6) この一揆の後，幕府はキリスト教徒

の発見のためにキリストの像などを

踏ませる何を強化したか。 
(7) (6)と同時に，人々をいずれかの仏教

寺院の檀家として所属させ，仏教徒

であることを寺院に証明させた。こ

の制度を何というか。 



[解答](1) 島原・天草一揆 (2) エ 
(3) キ (4) 天草四郎 (5) キリシタン 
(6) 絵踏 (7) 宗門改 
 
 
[鎖国] 
[問題](1学期期末) 
幕府は，1639年にポルトガル人を追放

し，1641年には平戸のオランダ商館を長

崎の出島に移した。こうして，オランダ

船と中国船だけが，長崎で貿易を許され

ることになった。このような幕府による

貿易統制，外交独占，禁教の体制を何と

呼ぶか。漢字2字で答えよ。 
 
[解答]鎖国 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
当時，海外進出を行っていたヨーロッパ

国の中で，ポルトガルとスペインのカト

リックの国は，貿易とともにキリスト教

の布教
ふきょう

を行っていた。 
(これらの国は，まず宣教師

せんきょうし

を送りこんで

信者
しんじゃ

を増やし，反乱をおこさせて，やが

てそこを植民地としてしまうということ

もやっていた) 
 



すでに 1624 年にスペ

イン船の来航
らいこう

を禁止

していたが，島原
しまばら

・

天草
あまくさ

一揆
い っ き

後の 1639 年，

第3代将軍

徳川 家光
いえみつ

はポルト

ガル人の

来航を禁止した。 
当時日本と貿易を行っていたオランダは，

キリスト教のプロテスタントの国で，布

教は行わず，貿易のみを行っていたので，

引き続き貿易を認めることとし，1941
年にオランダ商館を平戸

ひ ら ど

から長崎
ながさき

の出島
で じ ま

に移した。 
また，清

しん

(17 世紀の初め中国では明が滅

んで清が建国した)の商人も長崎でのみ



貿易を認められた。中国人は長崎の中に

ある唐人
とうじん

屋敷
や し き

に住まわせられ，奉行の監

督下に置かれた。 
幕府は，ヨーロッパやアジアの情勢を文

書にまとめて提出することをオランダ人

に義務づけ(オランダ風説書
ふうせつがき

)，中国人に

も唐
とう

船
せん

風説書
ふうせつがき

を提出させ，海外の情報を

独占した。 
幕府による禁教，貿易統制，外交独占の

体制を鎖国
さ こ く

と呼ぶ。(一路鎖国(1639)) 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「鎖国」「長崎の出島」「オランダ」であ

る。「ポルトガル人」「清」「オランダ風説

書」の出題頻度も高い。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 

1639 年，第 3 代将軍徳川家光は

( ① )人の来航を禁止した。1641年に

は，平戸にあった( ② )商館を長崎の

( ③ )へ移し，(②)と中国(清)に限って

長崎での貿易を認めることにした。こう

して( ④ )が完成した。 
 
[解答]① ポルトガル ② オランダ 
③ 出島 ④ 鎖国 
 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1639年，幕府は，何という国の船が

来航するのを禁じたか。 
(2) 幕府による，禁教，貿易統制，外交

独占の体制を何というか。 
(3) (2)の体制後，貿易を許されたヨーロ

ッパの国をあげよ。 
(4) (3)の国との貿易は，ある都市の次の

図のような人工島に限って行われた。

①この人工島の名称と，②所在する

都市名を書け。 
 
 



(5) 幕府は(3)に対し，ヨーロッパやアジ

アの情勢を文書にまとめて提出する

ことを義務づけたが，この文書を何

というか。 
(6) (3)とともに貿易が許された国を1つ

あげよ。 
 
[解答](1) ポルトガル (2) 鎖国 
(3) オランダ (4)① 出島 ② 長崎 
(5) オランダ風説書 (6) 清 
 
 



[問題](前期期末) 
幕府が鎖国を行った理由を 2 つ書け。

ただし，それぞれ，「キリスト教が」「貿

易によって」という書き出しで始めるこ

と。 
[解答](キリスト教が)広がるのを防ぐた

め。 (貿易によって)西国の大名が経済

力を強めるのを防ぐため。 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
 
(1) 1639年に，日本への来航が禁じられ

たヨーロッパの国はどこか。 
(2) (1)のときの将軍は誰か。 
(3) 鎖国ののち，オランダと中国に限っ

て貿易が認められた都市を地図中の

ア～エから1つ選べ。 
(4) (3)の都市名を書け。 
 



(5) オランダ人を(4)の何というところに

移したか。 
(6) なぜ，幕府はヨーロッパの国で唯一

オランダとの貿易を続けたのか。「布

教」の語句を使って簡潔に説明せよ。 
(7) 幕府はオランダに対し，ヨーロッパ

やアジアの情勢を文書にまとめて提

出することを義務づけたが，この文

書を何というか。 
(8) (7)と同様に，幕府は中国人に対して

も文書を提出させた。この文書を何

というか。 
(9) 中国人は長崎の中にある何という屋

敷に住まわせられ，奉行の監督下に

置かれたか。 



(10) 17 世紀の前半に明をほろぼして女

真族がつくった中国の王朝の名前を

漢字1字で答えよ。 
 
[解答](1) ポルトガル (2) 徳川家光 
(3) エ (4) 長崎 (5) 出島 
(6) オランダはキリスト教を布教しない

国だったから。 (7) オランダ風説書 
(8) 唐船風説書 (9) 唐人屋敷 (10) 清 
 
 



【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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