
【FdData中間期末：中学歴史江戸時代】 
 [新しい学問] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[国学] 
[問題](前期期末) 
「古事記伝」をあらわし，国学を大成

した人物は誰か。 
 
[解答]本居宣長 
[解説] 
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江戸時代には，「万葉集
まんようしゅう

」や「源氏
げ ん じ

物語
ものがたり

」

など日本の古典についての学問が進んだ。

18世紀半ばに本居宣長
もとおりのりなが

が，日本古来の伝

統を評価する「古事記伝
こ じ き で ん

」をあらわし国学
こくがく

を大成した。国学は，天皇を尊ぶ思想と

結びつき，幕末の尊王
そんのう

攘夷
じょうい

運動
うんどう

に影響を

あたえた。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「本居宣長」である。「国学」の出題頻度

も高い。 
 
 



[問題](後期中間) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
江戸時代には，日本の古典についての

学問が進み，18 世紀半ばに( ① )が，

日本古来の伝統を評価する「古事記伝」

をあらわし，( ② )学を大成した。 
 
[解答]① 本居宣長 ② 国 
 
[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 本居宣長が大成した，日本の古典を

研究する学問を何というか。 
(2) 本居宣長が書いた本を1つあげよ。 
(3) (1)は後に天皇を尊ぶ思想と結びつい

て，幕末のある運動に影響を与えた。

何という運動か。 



[解答](1) 国学 (2) 古事記伝 
(3) 尊王攘夷運動 
 
 
[蘭学] 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 江戸時代に広まった，オランダ語で

ヨーロッパの文化を学ぶ学問を何と

いうか。 
(2) 杉田玄白や前野良沢らがオランダの

解剖書を翻訳して出版した書物は何

か。 
 
[解答](1) 蘭学 (2) 解体新書 



[解説] 
 
 
 
 
杉田
す ぎ た

玄
げん

白
ぱく

と

前野良沢
まえのりょうたく

がヨー

ロッパの解剖書
かいぼうしょ

を 翻訳
ほんやく

して「

解体
かいたい

新書
しんしょ

」を出

版し，オランダ

語でヨーロッパ

の文化を学ぶ

蘭学
らんがく

の基礎を築いた。オランダ語の辞書

や文法の書物をつくったり，オランダの

医学書を翻訳したりする者も出た。 
 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「解体新書」である。「杉田玄白」「蘭学」

の出題頻度も高い。「前野良沢」はときど

き出題される。 
 
[問題](2学期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 右の資料は，18
世 紀 後 半 に 翻

訳・出版された医

学書の表紙であ

る。①この書名を

答えよ。②また，

この本を出した人物を1人答えよ。 
(2) (1)の出版により，オランダ語で西洋

の文化を学ぶ学問の基礎が築かれた。

この学問を何というか。 



[解答](1)① 解体新書 ② 杉田玄白(前
野良沢) (2) 蘭学 
 
 
[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 西洋の「ターヘル・アナトミア」と

いう解剖書を翻訳した書物を何とい

うか。 
(2) (1)の書物を出版した人物は誰か。2

人あげよ。 
(3) 「蘭学」とはどのような学問か。簡

単に説明せよ。 
 
[解答](1) 解体新書 (2) 杉田玄白，前野

良沢 (3) 江戸時代に広まった，オラン

ダ語でヨーロッパの文化を学ぶ学問。 



[問題](1学期期末) 
江戸時代に全国の海岸線を測量し，正

確な日本地図をつくった人物を答えよ。 
 
[解答]伊能忠敬 
[解説] 
伊能
い の う

忠
ただ

敬
たか

は，幕府の命令

で全国の海岸線を17年

かけて測量し，現在とほ

とんど変わらないほど正確な日本地図を

つくった。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「伊能忠敬」である。 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 江戸時代に

右の資料の

地図をつく

った人物は

誰か。 
(2) 右の地図は，

西洋の測量術によってつくられた。

江戸時代に発達した，オランダ語で

ヨーロッパの文化を学ぶ学問を何と

いうか。 
 
[解答](1) 伊能忠敬 (2) 蘭学 
 



[教育の広がり] 
[問題](2学期中間) 
江戸時代，こどもに読み・書き・そろ

ばんなど，実用的な知識を教えた教育機

関を何というか。 
 
[解答]寺子屋 
[解説] 
 
 
 
 
 
18 世紀ごろから庶民

しょみん

の間に教育への関

心が高まり，町や農村に多くの寺子屋
て ら こ や

が

開かれ，読み・書き・そろばんなどの実

用的な知識を教えた。 



京都や大阪などでは，学者が私塾
しじゅく

を開き，

武士だけでなく町人や百姓の入門も許し

た。大阪の医者緒方
お が た

洪
こう

庵
あん

の適
てき

塾
じゅく

には，全

国から弟子が集まった。長崎では，オラ

ンダ商館の医者のシーボルトが医学塾を

開き，手術などを行って見せた。諸藩で

は，藩校
はんこう

を設け，武士に学問や武道を教

え，人材の育成を図った。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「寺子屋」である。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 江戸時代，こどもに実用的な知識を

教えた教育機関を何というか。 
(2) (1)で子供たちに教えた内容を3つ書

け。 
(3) 諸藩では，何という学校をつくって

武士の子弟を教育したか。 
(4) 江戸時代後半，長崎で医学を教えた

オランダ商館の医者は誰か。 
(5) 大阪で適塾を開いたのは誰か。 
 
[解答](1) 寺子屋 (2) 読み・書き・そろ

ばん (3) 藩校 (4) シーボルト 
(5) 緒方洪庵 
 
 



【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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