
【FdData中間期末：中学歴史江戸時代】 
 [享保の改革] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 徳川吉宗が行った改革を何というか。 
(2) 徳川吉宗が定めた裁判の基準となる

法律を何というか。 
 
[解答](1) 享保の改革 
(2) 公事方御定書 
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[解説] 
 
 
 
 
 
1716 年，徳川吉宗

よしむね

が第 8 代将軍になっ

たとき，幕府は財政難
ざいせいなん

に苦しんでいた。

そこで，徳川吉宗は享保
きょうほう

の改革を実施し

た。(美男ヒーロー(1716)吉宗公) 
吉宗は，武士に質素

し っ そ

・倹約
けんやく

をすすめる一

方で，新田
しんでん

開発
かいはつ

を進め，年貢の率を引き

上げた。また，米の値段の安定にも努め

た。さらに，上
あ

げ米
まい

の制を定め，参勤
さんきん

交代
こうたい

で大名が江戸にいる期間を1年から半年

に短縮するかわりに，1 万石について百

石の米を幕府におさめさせた。 



さらに，公事方
く じ か た

御定書
おさだめがき

という裁判の基準

となる法律をつくった。民衆の意見を直

接聞くために目安箱
め や す ば こ

を設けた。 
このような改革によって，幕府の収入は

増加し，財政はいったん立ち直った。し

かし，米価は安定せず，ききんも重なっ

たことから，江戸で初めての打ちこわし

が起きた。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「公事方御定書」である。「享保の改革」

「徳川吉宗」「目安箱」「上げ米の制」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) 18 世紀初め，第 8 代将軍になった

(  )は新田開発を進め，上げ米の

制を定めるなどして，財政の立て直

しをはかった。(  )にあてはまる

人物の名を書け。 
(2) (1)の人物が行った政治改革を何と

いうか。 
(3) (1)の人物が裁判の基準を示すため

につくった次の資料のような法律を

何というか。 
 
 
 
 
 



(4) (1)の人物が人々の意見を聞くため

に設けた投書箱を何というか。 
 
[解答](1) 徳川吉宗 (2) 享保の改革 
(3) 公事方御定書 (4) 目安箱 
 
 
[問題](2学期中間) 
徳川吉宗がつくった公事方御定書とは

どのようなものか，簡潔に説明せよ。 
 
[解答]裁判の基準となる法律。 
 



[問題](2学期期末)  
享保の改革について，次の各問いに答

えよ。 
 
 
 
 
(1) 享保の改革を行った将軍は誰か。 
(2) 幕府の財政を立て直すために具体的

にどのようなことを行ったか。上の

資料から分かることを書け。 
(3) 幕府の収入をふやすため，参勤交代

で大名が江戸にいる期間を 1 年から

半年に短縮するかわりに 1 万石につ

き100 石の米を幕府におさめさせる

こととしたが，この制度を何という

か。 



[解答](1) 徳川吉宗 (2) 新田開発を進

めた。 (3) 上げ米の制 
 
 
[問題](1学期中間) 
 享保の改革における上げ米の制とはど

のような制度であったか。「参勤交代」と

いう語句を使って説明せよ。 
 
[解答]参勤交代で大名が江戸にいる期間

を 1 年から半年に短縮するかわりに，1
万石につき100石の米を幕府におさめさ

せることとした制度。 
 
 



[問題](1学期中間) 
享保の改革について，あてはまらない

ものを1つ選び，記号で答えよ。 
ア 新田開発を進め，年貢の率を引き上

げた。 
イ 昌平坂学問所をつくり，朱子学を学

ばせた。 
ウ 公事方御定書をまとめ，裁判のより

どころとした。 
エ 上げ米の制を定め，大名に米を出さ

せた。 
 
[解答]イ 
[解説] 
昌
しょう

平坂
へいざか

学問所
がくもんじょ

がつくられたのは，寛政の

改革のころである。 
 



[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～⑧に適語を入れよ。 

5 代将軍以降の江戸幕府の財政は，危

機的状況におちいっていた。そこで，8
代将軍となった( ① )は，( ② )の改

革を実施した。その内容は，次の通りで

ある。 
・武士に質素・( ③ )を命じて出費を

減らした。 
・( ④ )の制を定めて，参勤交代で大

名が江戸にいる期間を1年から半年に

短縮するかわりに，1 万石につき 100
石の米を幕府におさめさせることとし

た。 
・( ⑤ )の値段の安定につとめた。 
・( ⑥ )開発をすすめた。 



・( ⑦ )という裁判の基準となる法律

を定めた。 
・庶民の意見を聞くための( ⑧ )を設

置した。 
・キリスト教に関係しない科学技術など

のヨーロッパの書物の輸入を認めた。 
 
[解答]① 徳川吉宗 ② 享保 ③ 倹約 
④ 上げ米 ⑤ 米 ⑥ 新田 
⑦ 公事方御定書 ⑧ 目安箱 
 



【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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