
【FdData中間期末：中学歴史江戸時代】 
 [田沼の政治] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[問題](前期期末) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 

18世紀後半，老中になった( ① )は，

幕府の財政を立て直すために，商工業者

が同業者どうしでつくった( ② )に営

業を独占させ，そのかわりに営業税を納

めさせる政策をとった。しかし，大商人

と結びついたのでわいろが横行して政治

が乱れた。 
 
[解答]① 田沼意次 ② 株仲間 
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[解説] 
 
 
 
 
 
1772 年に老中

ろうじゅう

になった田沼意次
た ぬま おきつ ぐ

は商人

の経済力を利用することによって幕府の

財政を立て直す政策をとった。(非難何

(1772)するものぞと田沼さん) すなわ

ち，①商工業者が株仲間
か ぶ な か ま

を結ぶことを

奨励
しょうれい

して，これに特権を与えるかわりに

営業税を取り立てた。②町人に出資させ

て印旛沼
い ん ば ぬ ま

(千葉県)などの干拓
かんたく

を行い，新

田を増やそうとした。③長崎での貿易を

活発にするために銅
どう

の専売制
せんばいせい

を実施し，

銅や海産物(俵物
たわらもの

)の輸出を奨励
しょうれい

した。④



俵物の輸出を拡大するために蝦夷地
え ぞ ち

の調

査を行った。 
しかし，一部の大商人と結びつき，わい

ろが横行
おうこう

して政治が乱れた。(「役人の子

はにぎにぎをよくおぼえ」という川柳
せんりゅう

は

わいろの横行を風刺
ふ う し

したものである。) 
1782年に起こった天明

てんめい

のききんは，翌年

の浅間山
あ さ ま や ま

の大噴火
だ い ふ ん か

などによる凶作
きょうさく

で，全

国に広がった。農村では百姓
ひゃくしょう

一揆
い っ き

が，

都市では打ちこわしが起こり，田沼は老

中をやめさせられた。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「田沼意次」「株仲間」である。「わいろ」

も出題頻度が高い。 



[問題](1学期中間) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 

18 世紀後半になると幕府の財政は悪

化した。1772年に老中になった( ① )
は商人の経済力を利用して財政を立て直

す政策をとった。すなわち，商工業者が

同業者どうしでつくった( ② )に営業

を独占させ，そのかわりに営業税を納め

させた。また，印旛沼の干拓，俵物の輸

出を拡大するための蝦夷地の調査，長崎

貿易の振興をすすめた。しかし，一部の

大商人と結びついたので( ③ )が横行

して政治が乱れた。1782年に( ④ )の
ききんがおこり，農村では百姓一揆が，

都市では打ちこわしが起こり，田沼は老

中をやめさせられた。 
 



[解答]① 田沼意次 ② 株仲間 
③ わいろ ④ 天明 
 
 
[問題](2学期期末) 
老中の田沼意次が行った政治とその影

響について，次のア～オの文で誤って説

明しているものを1つ選べ。 
ア 商工業者が株仲間をつくることを奨

励した。 
イ 長崎での貿易を活発にするために銅

の専売制を実施した。 
ウ 海産物(俵物)の輸出の拡大のために

蝦夷地の調査を行った。 
エ 新田を開発するために気仙沼の干拓

を始めた。 
オ わいろなどの不正が横行した。 



[解答]エ 
 
 
[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1772年に老中になって，商工業者の

力を利用して幕府の財政の立て直し

をはかった人物は誰か。 
(2) (1)の政治で認められた，商工業者の

同業者組織を何というか。 
(3) 「役人の子はにぎにぎをよくおぼ

え」という川柳は，(1)の政治で何が

横行したことを風刺しているか。 
(4) (1)が干拓を行った千葉県の沼を答え

よ。 
(5) (1)は俵物の輸出を拡大するためにど

この調査を行ったか。 



(6) (1)は銅の専売制を実施したが，何と

いう都市における貿易を活発にする

ためだったか。 
(7) 1782 年に起きたききんを何という

か。 
(8) (7)のききんは翌年のある火山の大噴

火による凶作で全国に広がった。何

という火山か。 
 
[解答](1) 田沼意次 (2) 株仲間 
(3) わいろ (4) 印旛沼 (5) 蝦夷地 
(6) 長崎 (7) 天明のききん 
(8) 浅間山 
 



【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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