
【FdData中間期末：中学歴史江戸時代】 
 [元禄文化] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[元禄文化の特徴] 
[問題](1学期中間) 
 17世紀の終わりから18世紀の初めに

かけて，京都や大阪を中心とする上方で，

都市の繁栄を背景に，経済力を持った町

人をにない手とする新しい文化が栄えた。

この文化を何というか。 
 
[解答]元禄文化 
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[解説] 
17世紀の終わり

から 18 世紀の

初めにかけて，

徳川綱吉の時代

に，京都や大阪を中心とする上方では，

都市の繁栄
はんえい

を背景に，経済力を持った町

人をにない手とする文化が栄えた。この

文化を元禄
げんろく

文化という。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「元禄文化」である。「上方で，経済力を

持った町人をにない手とする文化」もよ

く出題される。 
 



[問題](前期中間) 
 次の文中の①～③に適語を入れよ。 

5代将軍( ① )の時代，京都や大阪を

中心とする( ② )で，経済力を持った

町人をにない手とする( ③ )文化が栄

えた。 
 
[解答]① 徳川綱吉 ② 上方 ③ 元禄 
 
 
[問題](後期中間) 
元禄文化の特徴を「町人」「上方」とい

う 2 つの語句を用いて簡潔に説明せよ。 
 
[解答]京都や大阪を中心とする上方で，

経済力を持った町人をにない手とする文

化。 



[文学など] 
[問題](1学期期末) 
「奥の細道」などの作品を残し，自己

の内面を表現する新しい作風を生み出し，

俳諧をりっぱな芸術にまで高めた人物を

答えよ。 
 
[解答]松尾芭蕉 
[解説] 
 
 
 
 
 
各地を旅しながら俳諧

はいかい

(俳句
は い く

)を芸術の域

まで高めたのは「奥
おく

の細道
ほそみち

」で名高い松尾
ま つ お

芭蕉
ばしょう

である。 



近松門
ちかまつもん

左
ざ

衛門
え も ん

は「曽根崎
そ ね ざ き

心中
しんじゅう

」など人形
にんぎょう

浄瑠璃
じ ょ う る り

の台本に義理と人情の板ばさみに

なやむ男女の気持ちを書いた。大阪の町

人井原
い は ら

西鶴
さいかく

は，「日本永代蔵」など，当時

の世相や町人のくらしをありのままに

浮世
う き よ

草子
ぞ う し

という小説にえがいた。歌舞伎
か ぶ き

では坂田
さ か た

藤
とう

十郎
じゅうろう

や市川
いちかわ

団十郎
だんじゅうろう

らの名優
めいゆう

が出た。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「俳諧

の松尾芭蕉」「人形浄瑠璃の近松門左衛

門」である。「浮世草子の井原西鶴」もよ

く出題される。 
 
 



[問題](前期期末) 
 次の文中の①～③に適語を入れよ。 
徳川綱吉の時代，上方を中心に

( ① )文化が栄えた。この時期には，

「奥の細道」などを執筆し俳諧を大成し

た( ② )，人形浄瑠璃の台本を書いた

( ③ )，当時の世相や町人のくらしを

ありのままに浮世草子という小説にえが

いた井原西鶴などが活躍した。 
 
[解答]① 元禄 ② 松尾芭蕉 
③ 近松門左衛門 
 
 



[問題](2学期期末) 
元禄文化について，次の各問いに答え

よ。 
(1) 人形浄瑠璃の台本に名作を残したの

は誰か。 
(2) 俳諧を芸術の域にまで高めたのは誰

か。 
(3) 浮世草子と呼ばれる小説で町人の生

活をえがいたのは誰か。 
(4) 歌舞伎の名優として名高かった人物

を2人あげよ。 
 
[解答](1) 近松門左衛門 (2) 松尾芭蕉 
(3) 井原西鶴 (4) 坂田藤十郎，市川団十

郎 
 
 



[問題](前期期末) 
次の①～③は元禄文化の代表的な人物

である。それぞれの人物に適するものを

[  ]からそれぞれ選べ。 
① 松尾芭蕉 
② 井原西鶴 
③ 近松門左衛門 
[ 人形浄瑠璃 浮世草子 俳諧 ] 
 
[解答]① 俳諧 ② 浮世草子 
③ 人形浄瑠璃 
 



[浮世絵など] 
[問題](2学期中間) 
浮世絵の「見返り美人図」をえがいた

人物名を答えよ。 
 
[解答]菱川師宣 
[解説] 
 
 
 
 
菱川師宣
ひしかわもろのぶ

は，町人の風俗
ふうぞく

をえがき，浮世絵
う き よ え

の祖となった。その代表作は「見返
み か え

り

美人図
び じ ん ず

」である。装飾画
そうしょくが

では，17世紀前

半の俵屋宗
たわらやそう

達
たつ

(「風
ふう

神
じん

雷神図
ら い じ ん ず

屏風
びょうぶ

」)の影

響を受けた尾形
お が た

光琳
こうりん

が大和絵風のはなや

かな装飾画を大成した。 



※この単元で出題頻度が高いのは「浮世

絵」「菱川師宣」である。「俵屋宗達」「尾

形光琳」「見返り美人」もしばしば出題さ

れる。 
 
[問題](後期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右の絵は「(  )美人

図」である。(  )に
適語を入れよ。 

(2) 右のような形式の絵

を何絵というか。 
(3) 右の絵の作者は誰か。 
 
[解答](1) 見返り (2) 浮世絵 
(3) 菱川師宣 
 



【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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