
【FdData中間期末：中学歴史江戸時代】 
 [外国船打払令] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[ロシアなどの接近] 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 寛政の改革のころ，ロシアの使節が

1792 年に蝦夷地の根室に来て通商

を求めたが，その人物名を答えよ。 
(2) (1)の後，幕府はロシアを警戒し，蝦

夷地や樺太の調査を行った。幕府の

命令で樺太を探検し，樺太が島であ

ることを発見した幕府の役人はだれ

か。 
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[解答](1) ラクスマン (2) 間宮林蔵 
[解説] 
 
 
 
 
 
1792 年，ロシアの使節ラクスマンが，

漂流
ひょうりゅう

民
みん

の大黒屋光太夫
だ い こ く や こ う だ ゆ う

を連れて蝦夷地
え ぞ ち

の根室
ね む ろ

に来航
らいこう

して通商を求めたが，幕府

は，長崎で交渉すると回答した。1804
年，長崎に来たロシアの使節レザノフに

対し，幕府は，交流のある朝鮮，琉球(沖
縄県)や，貿易をしているオランダ，中国

以外の国とは関係を持たないのが国のき

まりだとして，これを断った。 
 



ロシアの接近

を警戒
けいかい

した幕

府は， 近藤
こんどう

重蔵
じゅうぞう

に蝦夷地
え ぞ ち

の調査 (1807
年 )を， 間宮

ま み や

林蔵
りんぞう

に樺太
からふと

の

調査(1808～09 年)を行わせ，19 世紀前

半までに蝦夷地を幕府の直接の支配地と

した。 
19世紀になると，ロシアのほか，イギリ

スやアメリカの船が日本に近づくように

なった。 
 
※この単元でよく出題されるのは「ロシ

ア」「ラクスマン」「間宮林蔵」である。 
 



[問題](後期中間) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 

1792年，( ① )(国名)の使節( ② )
が根室に来航し，通商を求めると，幕府

は長崎で回答すると答えた。1804年，長

崎に(①)の使節( ③ )が来航し，通商を

求めたが，幕府はこれを断った。ロシア

の接近を警戒した幕府は近藤重蔵に蝦夷

地の調査を，( ④ )に樺太の調査を行

わせ，19世紀前半までに蝦夷地を幕府の

直接の支配地とした。 
 
[解答]① ロシア ② ラクスマン 
③ レザノフ ④ 間宮林蔵 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 1792 年にある国の使節ラクスマン

が，日本の漂流民を連れて蝦夷地の

ある港に来航し，通商を求めた。①

「ある国」とはどこか。 
 



②来航した港はどこか。その港を上

の地図から選べ。③この漂流民の名

前を答えよ。 
(2) (1)に対し幕府は，長崎で交渉すると

回答したが，1804年に長崎に来た使

節に対し，幕府は通商を断った。こ

のとき来た使節の名前を答えよ。 
(3) (1)の①の国を警戒した幕府は蝦夷地

や樺太の調査を行わせた。①地図中

のAを探検した人物は誰か。②Bを

探検した人物は誰か。 
(4) 19世紀前半，日本近海に出没した外

国船はどこの国の船であったか。(1)
の①の国以外で2か国答えよ。(清と

オランダを除く) 
 
 



[解答](1)① ロシア ② 根室 
③ 大黒屋光太夫 (2) レザノフ 
(3)① 近藤重蔵 ② 間宮林蔵 
(4) イギリス，アメリカ 
 
 



[異国船打払令] 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1825年に幕府が制定した「外国船は

見つけしだい，追い払え」という命

令を何というか。 
(2) (1)の命令により，1837年にアメリカ

船を打ち払うモリソン号事件が起こ

った。この命令を批判して幕府に逮

捕され，処罰された人物を次から 2
人選べ。 
[ 伊能忠敬 高野長英 上杉治憲 
 シーボルト 渡辺崋山 ] 
 

[解答](1) 異国船打払令 (2)高野長英，

渡辺崋山 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
1808年には，イギリスの軍艦フェートン

号が当時敵国であったオランダ船を追っ

て長崎に侵入
しんにゅう

する事件が起こった。その

後もイギリス船やアメリカ船が日本近海

に出没し，薪水
しんすい

や食料などを強要するこ

とが多くなった。これに対処するため，

幕府は1825年に異国船打払令
いこくせんうちはらいれい

を出した。

(いやに剛
ごう

気
き

(1825)な打ち払い) 



1837年，漂流
ひょうりゅう

民
みん

を引きわたそうとした

アメリカの商船を砲撃
ほうげき

するというモリソ

ン号事件が起きた。これに対し，蘭学
らんがく

を

通じて世界の動きに目を向けていた高野
た か の

長英
ちょうえい

や渡辺崋山
か ざ ん

は異国船打払令の無謀

さを説き，幕府を批判し，処罰
しょばつ

された。

(蛮社
ばんしゃ

の獄
ごく

) しかし，1840年に起こった

アヘン戦争で清がイギリスに敗れ，南京
なんきん

条約という不平等条約を結んだことが伝

わると，水野忠邦
み ずの ただく に

は異国船打払令をやめ，

寄港した外国船にはまきや水をあたえる

ようにした。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「異国船打払令」である。「渡辺崋山」「高

野長英」「蛮社の獄」「アヘン戦争」もよ

く出題される。 



[問題](1学期中間) 
 文中の①～④に適語を入れよ。 

18 世紀末頃から日本の沿岸にロシア，

イギリス，アメリカの船が現れるように

なり，1808年には，イギリスの軍艦フェ

ートン号が当時敵国であったオランダ船

を追って長崎に侵入する事件が起こった。

その後もイギリス船やアメリカ船が日本

近海に出没し，薪水や食料などを強要す

ることが多くなった。これに対処するた

め，幕府は1825年に( ① )令を出した。

1837 年に(①)令によりアメリカ船を打

ち払うモリソン号事件が起こった。蘭学

を通じて世界の動きに目を向けていた

( ② )や渡辺崋山は(①)令の無謀さを

説き，幕府を批判し処罰された。この事

件を( ③ )という。 



しかし，1840年に起こった( ④ )戦争

で清がイギリスに敗れたことが伝わると，

幕府は(①)令をやめ，寄港した外国船に

はまきや水をあたえるようにした。 
 
[解答]① 異国船打払 ② 高野長英 
③ 蛮社の獄 ④ アヘン 
 



[問題](後期中間) 
 次の文の①～⑧に適語を入れよ。 
1792 年 ( ① )人のラクスマンが北

海道の根室に来航した。 
1804 年 (①)人のレザノフが通商を求

めて長崎に来航した。 
1808 年 イギリス船の( ② )号が長

崎に侵入した。 
1825 年 幕府が( ③ )という命令を

出し，外国船に対する態度を変

えた。 
1837 年 (③)の命令によりアメリカ船

を打ち払う( ④ )号事件が

起こり，蘭学者の( ⑤ )と高

野長英が幕府を批判した。これ

に対し幕府は厳しい処罰を加

えた。この事件を( ⑥ )とい

う。 



1840 年 ( ⑦ )戦争で清がイギリス

に敗れ，( ⑧ )条約という不

平等条約を結ぶ。 
1842年 幕府は(③)をやめ，寄港した外

国船にはまきや水をあたえる

ようにした。 
 
[解答]① ロシア ② フェートン 
③ 異国船打払令 ④ モリソン 
⑤ 渡辺崋山 ⑥ 蛮社の獄 ⑦ アヘン 
⑧ 南京 
 



【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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