
【FdData中間期末：中学歴史江戸時代】 
 [大塩の乱・天保の改革] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[大塩の乱] 
[問題](1学期中間) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 

1830年代，( ① )のききんが全国を

おおい，百姓一揆と打ちこわしがひんぱ

んに起こった。もと大阪町奉行所の役人

で陽明学者でもあった( ② )は，奉行

所の対応に不満を持ち，1837年，弟子な

ど300人ほどで大商人をおそい，米や金

をききんで苦しむ人々に分けようとした。

奉行所のもとの役人が反乱を起こしたこ

とは，幕府に大きな衝撃を与えた。 
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[解答]① 天保 ② 大塩平八郎 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
1830 年代，天保

てんぽう

のききんが全国をおお

い，百姓
ひゃくしょう

一揆
い っ き

と打ちこわしがひんぱん

に起こった。1837年，もと大阪町奉行所

の役人で，儒学
じゅがく

の中の陽明学
ようめいがく

の学者であ

った大塩
おおしお

平八郎
へいはちろう

は，奉行所の対応に不満

を持ち，弟子など300人ほどで大商人を

おそい，米や金をききんで苦しむ人々に

分けようとした(大塩の乱)。 



(人はみな(1837)大塩したい打ちこわし)  
儒学の一派である陽明学は「世の中の

矛盾
むじゅん

を知るだけでは何の価値もなく，行

動を起こすことが大切である」という「

知行
ちぎょう

合一
ごういつ

」を重視する革命の理論という

一面をもっていた。幕領
ばくりょう

である大阪で奉

行所のもとの役人が反乱を起こしたこと

は，幕府に大きな衝撃
しょうげき

を与えた。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「大塩平八郎」である。「奉行所のもとの

役人が反乱を起こしたから」もよく出題

される。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1837年，幕府のもとの役人であった

人物が，ききんで苦しむ人々を救う

ため大阪で乱をおこした。この乱を

何というか。 
(2) (1)の乱を起こした人物名を書け。 
(3) (2)の人物に最も関係の深い語句を次

の[  ]から1つ選べ。 
[ 朱子学者 陽明学者 蘭学者 
 国学者 ] 

(4) (1)の乱は幕府に大きな衝撃を与えた

が，その理由を「役人」という語句

を使って説明せよ。 
[解答](1) 大塩の乱 (2) 大塩平八郎 
(3) 陽明学 (4) 奉行所のもとの役人が

反乱を起こしたから。 



[天保の改革] 
[問題](前期中間) 
物価の上昇をおさえるために株仲間を

解散させ，農民が江戸に出かせぎにくる

のを禁止するなどの天保の改革を行った

のは誰か。 
 
[解答]水野忠邦 
[解説] 
 
 
 
 
 
1841 年に老中の水野忠邦

み ずの ただく に

は天保
てんぽう

の改革
かいかく

を始めた (日はよい(1841)改革水野さ

ん)。倹約令
けんやくれい

を出して，町人の派手な風俗
ふうぞく



E風紀E

ふ う き

Aを乱す小

説の出版を禁止した。 
を取りしまり，政治批判や

物価の上昇をおさえるため，営業を独占

しているAE株E

かぶ

AAE仲間E

な か ま

AにAE解散E

かいさん

Aを命じ，江戸に出

かせぎに来ている農民を故郷の村に帰ら

せた。 
1840 年に起こったアヘン戦争で清がイ

ギリスに敗れ，AE南京E

なんきん

A条約という不平等条

約を結んだことが伝わると，AE水野忠邦E

み ずの ただく に

A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。 
さらに，江戸・大阪周辺の農村を幕府の

領地にしようとしたが，大名や旗本の反

対にあい，改革はわずか 2 年で失敗に終

わった。 
 
 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「水野忠邦」である。「天保の改革」「株

仲間の解散」もよく出題される。 
 
 
[問題](1学期中間) 
 次の文の①～③に適語を入れよ。 

1841 年に老中の( ① )は( ② )の
改革を始めた。倹約令を出し，農民が江

戸に出かせぎにくるのを禁止し，

( ③ )を解散させたが，改革はわずか2
年で失敗に終わった。 
 
[解答]① 水野忠邦 ② 天保 
③ 株仲間 
 



[問題](後期中間) 
次の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 資料のAの改革を何というか。 
(2) Aの改革を行った人物は誰か。 
(3) (2)の人物の役職は何か。 
(4) 資料の①～④にあてはまる語句を書

け。 



(5) A の改革の結果を次のア～ウから 1
つ選べ。 
ア 幕府の財政が立ち直った。 
イ わいろがさかんになった。 
ウ わずか2年あまりで失敗した。 

 
[解答](1) 天保の改革 (2) 水野忠邦 
(3) 老中 (4)① 株仲間 ② 出かせぎ 
③ 異国船打払 ④ 江戸 (5) ウ 
 



[雄藩の成長] 
[問題](後期中間) 
次の資料は，奄美大島で黒砂糖づくり

をしているようすを表している。黒砂糖

の専売制や琉球を使った，幕府の許可を

得ない密貿易などで経済力をたくわえ，

下級武士の登用などにより，財政再建に

成功した藩はどこか。 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]薩摩藩 
 



[解説] 
西日本の諸藩

は，財政を立て

直すため，独自

の改革を行った。A E薩摩藩E

さ つ ま は ん

A(鹿児島県)は，A

E奄美群島E

あ まみ ぐんと う

AでとれるA E黒砂糖E

く ろ ざ と う

AのA E専売制E

せんばいせい

Aや，A

E 琉球 E

りゅうきゅう

Aを使った幕府の許可を得ない密貿

易などで経済力をたくわえた。 
A E肥前藩E

ひ ぜ ん は ん

A(佐賀県・長崎県)はA E陶磁器E

と う じ き

Aを専売

制にし，ヨーロッパに輸出した。長州藩

(山口県)は，下関などの領内の港で他藩

の船に対する金融業を行った。また，肥

前藩や薩摩藩は，外国船に対する軍備を

強化し，AE反射E

はんしゃ

AAE炉E

ろ

Aを建設して，大砲などを

製造した。これらの藩は，AE雄藩E

ゆうはん

Aと呼ばれ，

政治的な発言力を持つようになった。 
 



※この単元でときどき出題されるのは

「薩摩藩」「長州藩」「肥前藩」である。 
 
 
[問題](1学期中間) 
天保の改革のころ，藩の政治改革に成

功した藩があった。肥前藩のほかに2つ

の藩の名を書け。 
 
[解答]薩摩藩，長州藩 
 
 



[問題](1学期中間) 
江戸幕府は改革に失敗したが，薩摩藩

(鹿児島県)，長州藩(山口県)は改革に成功

した。その内容にあてはまらないものを

次のア～エから1つ選んで答えよ。 
ア 専売制を強化し，特産物の生産に努

めた。 
イ 米が収入源であるから米づくりに力

を入れた。 
ウ 家がらや身分にこだわらず，能力の

ある下級武士を重く用いた。 
エ 身分差別を強化し，農民支配を徹底

した。 
 
[解答]エ 
 
 



[問題](1学期中間) 
岡山藩では 1855 年，農民の不満をそ

らすため，差別強化を行った。この翌年

差別された人々が反対の一揆を起こした。

この一揆を何というか。 
 
[解答]渋染一揆 



【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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