
【FdData中間期末：中学歴史江戸時代】 
 [朝鮮・琉球・蝦夷地] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[朝鮮] 
[問題](2学期期末) 
次の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
(1) 図は，徳川家康の時代に国交が回復

した朝鮮からやって来た使節の様子

である。この使節を何というか。 
(2) この当時，朝鮮との国交や貿易の拠

点となった藩の名前を答えよ。 
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[解答](1) 朝鮮通信使 (2) 対馬藩 
[解説] 
 
 
 
 
豊臣
とよとみ

秀
ひで

吉
よし

の朝鮮
ちょうせん

侵略
しんりゃく

の後，朝鮮との国交
こっこう

は

とだえていたが，

対馬藩
つ し ま は ん

の努力で，1609
年，徳川

とくがわ

家康
いえやす

のときに国交が回復した。 
その後，将軍の代がわりごとに朝鮮から

朝鮮
ちょうせん

通信使
つ う し ん し

という使節
し せ つ

が訪れた。対馬藩

は朝鮮との国交の実務を担当するかわり

に，朝鮮との貿易を許可されて，銀や銅

を輸出し，朝鮮にんじん，木綿
も め ん

，絹
きぬ

織物
おりもの

な

どを輸入した。 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「朝鮮通信使」「対馬藩」である。 
 
 
[問題](後期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 ①私たちの国は，豊臣秀吉に攻められ

て全土が荒れ果てたが，②江戸幕府と正

式の国交をもち，将軍の代がわりごとに

使節を送ることになった。 
(1) 下線部①の「私たちの国」とはどの

国のことか。 
(2) 下線部②の使節を何というか。 
(3) (1)との国交回復の仲立ちをつとめ

たのは何という藩か。 
(4) (3)の藩が(1)の国から輸入していた

ものを1つあげよ。 



[解答](1) 朝鮮 (2) 朝鮮通信使 
(3) 対馬藩 (4) 朝鮮にんじん(木綿，絹

織物) 
 
 
[琉球王国] 
[問題](3学期) 
それまで独立国だったこの国は，17世

紀の初め，薩摩藩に攻められて服属した。

しかし，幕府がこの国を異国と位置づけ

たため，国際的には独立国で，明や清に

も朝貢し，貿易も行っていた。この国と

はどこか。 
 
[解答]琉球王国 



[解説] 
17 世紀の初め，

琉球
りゅうきゅう

王国
おうこく

は薩摩
さ つ ま

藩
はん

に征服
せいふく

された。

幕府がこの国を異国

と位置づけたため，国

際的には独立国で，明

や清にも朝貢
ちょうこう

し，貿易

も行っていた。薩摩藩は，きびしく監督

をしたり，中国や東アジアとの貿易を，

薩摩藩の管理の下で続けさせたりして利

益を得た。また，薩摩藩は，将軍や琉球

王国の国王に代がわりがあると，使節を

江戸に連れてきて，将軍にあいさつさせ

た。これを琉球使節
し せ つ

という。 
 



※この単元で出題頻度が高いのは「琉球

王国」「薩摩藩」である。 
 
 
[問題](前期期末) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
それまで独立国だった( ① )国は，

17世紀の初め，( ② )藩に攻められ服

属した。しかし，幕府がこの国を異国と

位置づけたため，国際的には独立国で，

明や清にも朝貢し，貿易も行っていた。

(②)藩は，将軍やこの国の国王に代がわ

りがあると，使節を江戸に連れてきて，

将軍にあいさつさせた。これを( ③ )
使節という。 
 
[解答]① 琉球王 ② 薩摩 ③ 琉球 



[蝦夷地] 
[問題](2学期中間) 
松前藩がアイヌの人々との交易を独占

して暴利を得たため，不利益を受けたア

イヌの人々が 17 世紀後半に戦いを起こ

した。このときのアイヌの指導者は誰か。 
 
[解答]シャクシャイン 
[解説] 
 
 
 
 
蝦夷地
え ぞ ち

にはアイヌ人

が住んでいたが，蝦夷

地南部に領地をもつ

松前
まつまえ

藩は，アイヌ人と



の取引を独占し暴利
ぼ う り

を得ていた。これに

不満をいだいたアイヌの人々は 17 世紀

の後半，シャクシャインを指導者として

戦いを起こした。 
松前藩は幕府に助けを求めて，ようやく

これをしずめた。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「シャ

クシャイン」「松前藩」である。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) (   )藩は，蝦夷地での交易を独占し，

アイヌが不利になるような交易を行

って大きな利益を得ていた。(  )
に適語を入れよ。 

(2) (1)の下線部に不満をいだいたアイヌ

の人々は戦いを起こしたが，そのと

きのアイヌの指導者の名前を答えよ。 
 
[解答](1) 松前 (2) シャクシャイン 
 
 



[問題](2学期期末) 
シャクシャインの反乱が起こった理由

を「松前藩」「独占」という語句を使って

答えよ。 
 
[解答]松前藩がアイヌの人々との交易を

独占して暴利を得ていたため，アイヌの

人々が不満を持ったから。 
 
 



[全般] 
[問題](2学期期末) 
 鎖国下の対外関係について，次の各問

いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 朝鮮との窓口となった藩の名前を答

えよ。また，その藩の位置を地図中

のア～キから選べ。 
(2) 日本の将軍がかわるごとに朝鮮から

使節が派遣された。この使節を何と

いうか。 



(3) 現在の沖縄にあった王国は何か。 
(4) (3)の国を攻めて服属させた藩の名前

を答えよ。また，その藩の位置を，

地図中のア～キから選べ。 
(5) アイヌの人々と交易を行った藩の名

前を答えよ。また，その藩の位置を，

地図中のア～キから選べ。 
(6) (5)の藩がアイヌの人々との交易を独

占して暴利を得ていたため，17世紀

後半にアイヌの人々が戦いを起こし

たが，このときのアイヌの指導者は

誰か。 
 
[解答](1) 対馬藩，オ (2) 朝鮮通信使 
(3) 琉球王国 (4) 薩摩藩，キ 
(5) 松前藩，ア (6) シャクシャイン 
 



【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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