
【FdData中間期末：中学歴史江戸時代】 
 [農村の変化・百姓一揆と打ちこわし] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[貨幣経済の広がり] 
[問題](1学期期末) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
商品作物の栽培がさかんになって，農

村に( ① )経済が広がると，農民の間

で貧富の差が拡大するようになり，土地

を手放して( ② )人となる者が多くな

った。 
 
[解答]① 貨幣 ② 小作 
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[解説] 
 
 
 
 
 
幕府が金や銀の流出をおさえようと長崎

での貿易を制限したため，木綿
も め ん

や生糸
き い と

，

絹織物
きぬおりもの

などは輸入する量がおおはばに減

った。そのため，これらの産物の国産化

が図られた。木綿の原料となるわたの栽

培は全国に普及し，生糸をつくるための

養蚕
ようさん

も各地で行われるようになった。ま

た，油の原料である なたね(あぶらな)，
染料
せんりょう

となるあいや紅花
べにばな

などの栽培も広

まった。わた，なたね，あい，紅花など

商品として売ることを前提につくる作物



を商品
しょうひん

作物
さくもつ

というが，商品作物をつくる

には，多くの肥料
ひりょう

や農具
の う ぐ

を購入しなけれ

ばならなかった。そのため，農民にも貨幣
か へ い

が必要になり，自給自足に近かった農村

に貨幣
か へ い

経済
けいざい

が広がった。成功して豊かに

なる農民と，失敗して貧しくなる農民が

現れて，農民の間に貧富
ひ ん ぷ

の差
さ

が広がって

いった。成功して他の農民の土地を手に

入れて地主
じ ぬ し

となる者がいるいっぽうで，

土地を手放して小作人
こ さ く に ん

となる農民も多か

った。 
 
※この単元でやや出題頻度が高いのは

「貨幣経済」「小作人の増加」である。「商

品作物」「貧富の差」もときどき出題され

る。 
 



[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
 18世紀ごろ，わた，なたね，あい，紅

花などの( ① )作物の栽培がさかんに

なった。(①)作物をつくるには，多くの

肥料や農具を購入しなければならなかっ

た。そのため，農民にも貨幣が必要にな

り，自給自足に近かった農村に( ② )
経済が広がった。成功して豊かになる農

民がいる一方で，失敗して土地を手放し

て( ③ )人になる農民が増え，( ④ )
の差が大きくなった。 
 
[解答]① 商品 ② 貨幣 ③ 小作 
④ 貧富 
 
 



[問題](2学期期末) 
貨幣経済の広がりによって起こった農

村の変化を「貧富の差」「小作人」の 2
語を使って説明せよ。 
 
[解答]貧富の差が大きくなり，土地を手

放して小作人になる者が増えた。 
 
 



[問屋制家内工業・工場制手工業] 
[問題](後期中間) 
右の絵は，大商人や地主が，工場を建

設し，人をやとって分業で製品を作る様

子である。これを何というか。次の[  ]
の中から1つ選べ。 
[ 問屋制家内工業 工場制手工業 
 問屋制手工業 ] 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]工場制手工業 
 



[解説] 
18 世紀ごろか

ら，問屋
と い や

が農民

に織機
しょっき

やお金を

前貸しして布を

織らせ，製品を

安く買い取るようになった。これを

問屋制
と い や せ い

家内
か な い

工業
こうぎょう

という。 
19 世紀ごろには，大商人や地主の中に，

工場を建設し，人をやとって分業で製品

を作る者があらわれた。これを工場制
こうじょうせい

手工業
しゅこうぎょう

(マニュファクチュア)といい，近

代工業発展の基礎になった。 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「工場制手工業」である。「工場を建設し，

人をやとって分業で製品を作る工業」「問

屋制家内工業」もよく出題される。 



[問題](前期中間) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 

18世紀ごろから，問屋が農民に織機や

お金を前貸しして布を織らせ，製品を安

く買い取るようになった。これを

( ① )工業という。19 世紀ごろには，

大商人や地主の中に，工場をつくり，人

をやとって分業で製品をつくる者があら

われた。これを( ② )工業といい，近

代工業発展の基礎になった。 
 
[解答]① 問屋制家内 ② 工場制手 
 



[問題](3学期) 
下図のAは，百姓に織機やお金を貸し

て布を織らせて製品を安く買い取る生産

のようすを，B は，工場をつくり，人を

やとって分業で製品をつくる工業のよう

すをえがいたものである。それぞれの工

業を何というか。 
 
 
 
 
 
[解答]A 問屋制家内工業 
B工場制手工業 
 
 



[問題](2学期期末) 
 工場制手工業について，「工場」「分業」

の語句を用いて簡潔に説明せよ。 
 
[解答]工場をつくり，人をやとって分業

で製品を作る工業。 
 
 
[百姓一揆と打ちこわし] 
[問題](前期期末) 
 江戸時代の百姓一揆や打ちこわしはど

のようなときに多く発生したか。ひらが

な3文字で答えよ。 
 
[解答]ききん 



[解説] 
 
 
 
 
 
貧しい小作人

こさくにん

が増えると，日照
ひ で

りなどで

ちょっとした不作になっただけでも，き

きんがおこりやすくなった。ききんのと

きに，農村では年貢
ね ん ぐ

の軽減
けいげん

や不正な代官
だいかん

の交代などを要求する百姓
ひゃくしょう

一揆
い っ き

が多く

発生した。 
また，江戸や大阪などの都市では，貧し

い人々が，米の値段をつり上げる大商人

をおそう打ちこわしが起こった。 
 
 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「打ちこわし」「百姓一揆」「ききんのと

きに多く発生」である。 
 
[問題](2学期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 18 世紀になると，団結した農民が，

領主に年貢の軽減や不正な代官の交

代などを要求して大名の城下におし

寄せるなどの行動を起こした。これ

を何というか。 
(2) 都市の貧しい人々が団結して，米の

買い占めをした商人に対しておこし

た暴動を何というか。 
(3) (1)や(2)は，どのようなできごとのと

きに最も多く起こったか。ひらがな

3文字で答えよ。 



[解答](1) 百姓一揆 (2) 打ちこわし 
(3) ききん 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 上のグラフをみて，次の①～④にあ

てはまる語句を答えよ。 
百姓一揆の件数が，最初に年間30

件をこえたのは，( ① )の改革のあ

とである。また，( ② )のききんの

ときには，年間40件をこえ，( ③ )
のききんのときは 60 件以上に達し

た。百姓一揆では，村々の農民がこ



ぞって城下などにおしかけ，集団の

力を示しながら，( ④ )の軽減や不

正を働く代官の交代などを要求した。 
(2) 江戸や大阪などの都市では，貧しい

人々が，米の値段をつり上げる大商

人をおそった。こうした行動を何と

いうか。 
 
[解答](1)① 享保 ② 天明 ③ 天保 
④ 年貢 (2) 打ちこわし 
 
 
[問題](1学期中間) 
百姓一揆の目的を「年貢」「代官」の語

句を使って簡潔に書け。 
[解答]年貢の軽減や不正を働く代官の交

代などを要求するため。 



[からかさ連判状] 
[問題](2学期中間) 
次の資料は，百姓一揆のとき，参加し

た人が署名したもので，一揆の中心人物

がわからないように円形に署名がなされ

ている。これを何連判状と呼ぶか。 
 
 
 
 
 
 
[解答]からかさ連判状 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
図は，一揆

い っ き

の参加者が円形に署名
しょめい

した か
らかさ連判状

れんぱんじょう

である。円形に署名してい

るのは，一揆の中心人物がわからないよ

うにするためである。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「一揆の中心人物がわからないようにす

るため」である。「からかさ連判状」もよ

く出題される。 
 



[問題](前期期末) 
次の資料は，百姓一揆の参加者が訴え

状などに署名した「からかさ連判状」で

ある。円形に署名した理由を説明せよ。 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]一揆の中心人物がわからないよう

にするため。 



【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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