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基本の解説と問題 

中学社会 

歴史的分野 
第12章 近世の日本 
２．安土桃山時代（２） 

【担当講師】 
秀浦  り き 



年代 できごと 

  

豊臣秀吉 

1582年 を倒す が山崎の戦いで 

1585年 になり、天皇（朝廷）の権威を利用 

1590年 全国統一 

《豊臣秀吉の政策》 

…全国の田畑の面積、 
 土地のよしあし、耕作者を 
 調べ、検地帳に記入 

※収穫高を で表す 

・ 

(1582～） 

…一揆を防ぐため、農民から武器を取り上げる 

を進める 

・ 

(1588） 

2度の 
（文禄の役・慶長の役） 

1592年 
1597年 

…李舜臣ひきいる水軍に大敗 
秀吉の病死とともに全軍が引き上げる 
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《桃山文化》 

特色… 大名や大商人中心の 文化 

の影響を受ける 

・ …雄大な をもつ ・ 

の 唐獅子図屏風 

（「唐獅子図屏風」宮内庁三の丸尚蔵館蔵） 
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・ …堺の町人 が大成 

・ …堺で琉球から伝わった三線をもとにつくられる 
→三味線を伴奏に、物語に節をつけて語る 
 浄瑠璃が生まれる 

・ …出雲大社の巫女と称する 

が京都で始める 

（「国女歌舞伎絵詞」京都大学付属図書館蔵） 

・ 陶磁器  …朝鮮人陶工によって、 
 有田焼・萩焼・薩摩焼などが生まれる 



年代 できごと 

  

豊臣秀吉 

1582年 明智光秀 を倒す 豊臣秀吉 が山崎の戦いで 

1585年 関白 になり、天皇（朝廷）の権威を利用 

1590年 全国統一 

《豊臣秀吉の政策》 

太閤検地 …全国の田畑の面積、 
 土地のよしあし、耕作者を 
 調べ、検地帳に記入 

※収穫高を 石高 で表す 

・ 

(1582～） 

刀狩 …一揆を防ぐため、農民から武器を取り上げる 

兵農分離 を進める 

・ 

(1588） 

2度の 朝鮮出兵 
（文禄の役・慶長の役） 

1592年 
1597年 

…李舜臣ひきいる水軍に大敗 
秀吉の病死とともに全軍が引き上げる 
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《桃山文化》 

特色… 大名や大商人中心の 豪華で壮大な 文化 

南蛮貿易 の影響を受ける 

・ 城 …雄大な 天守閣 をもつ 

姫路城 

・ 障壁画 

狩野永徳 の 唐獅子図屏風 

（「唐獅子図屏風」宮内庁三の丸尚蔵館蔵） 
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・ 茶の湯   …堺の町人 千利休 が大成 

・ 三味線   …堺で琉球から伝わった三線をもとにつくられる 
→三味線を伴奏に、物語に節をつけて語る 
 浄瑠璃が生まれる 

・ 陶磁器  …朝鮮人陶工によって、 
 有田焼・萩焼・薩摩焼などが生まれる 

有田焼 

・ 歌舞伎踊り   …出雲大社の巫女と称する 

出雲阿国 が京都で始める 

（「国女歌舞伎絵詞」京都大学付属図書館蔵） 
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【豊臣秀吉の政策】 
・太閤検地…全国の田畑の面積、土地のよしあし、耕作者を調べ、 
        検地帳に記入。収穫高を石高で表す。 
・刀狩…一揆を防ぐため、農民から武器を取り上げる 
     →兵農分離を進める 
・朝鮮に大軍を送る…明を攻めるため 亀甲船などで苦戦 
              秀吉の病死とともに全軍が引き上げる 

【桃山文化】 
・姫路城・大阪城など：雄大な天守閣を持つ城 
・障壁画：狩野永徳「唐獅子図屏風」 
・茶の湯：千利休 
・陶磁器：有田焼・萩焼・薩摩焼など 
・歌舞伎踊り：出雲阿国 

重要事項のまとめ 
２．安土桃山時代（２） 

これだけは
覚えよう!! 



解
答 

基本問題    次の問いに答えなさい。 
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豊臣秀吉 

太閤検地 

桃山文化 

１．山崎の戦いで明智光秀を倒し織田 
  信長の後継者となった人物は誰か。 
 
２．１の人物が行った、全国の田畑の調 
  査を何というか。 
 
３．織田信長や１の人物の頃に栄えた、 
  大名や大商人中心の豪華で壮大な 
  文化を何というか。 

４．堺の町人で茶の湯を大成した人物 
  は誰か。 千利休 



解
答 

基本問題    次の問いに答えなさい。 
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豊臣秀吉 

太閤検地 

桃山文化 

１．山崎の戦いで明智光秀を倒し織田 
  信長の後継者となった人物は誰か。 
 
２．１の人物が行った、全国の田畑の調 
  査を何というか。 
 
３．織田信長や１の人物の頃に栄えた、 
  大名や大商人中心の豪華で壮大な 
  文化を何というか。 

４．堺の町人で茶の湯を大成した人物 
  は誰か。 千利休 



近世の日本  
安土桃山時代（２） 
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応用問題 
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応用問題  次の問いに答えなさい。 

１ 年表を見てあとの問いに答えなさい。 

年代 できごと 

1582年 
1585年 
1590年 

山崎の戦いで豊臣秀吉が（①）を破る 
秀吉が（②）になる 
秀吉が全国を統一する 
 １．年表中の①②にあてはまる語句を答えなさい。 

① ② 

２．年表中の豊臣秀吉について次の問いに答えなさい。 
①秀吉が行った右図のような土地調査を何とい 
 うか。 

②次の（  ）に当てはまる語句を答えなさい。 よく 
でる！ 

収穫高は全国すべて同じ升（ます）によっては 
かられ、（  ）であらわした。 



ー 百姓が刀・わきざし・弓・やり・鉄砲、その他の武具を所持する 
  ことを固く禁止する。… 

①この法令を何というか。 

②この法令を出した目的を答えなさい。 

３．秀吉が出した次の法令についてあとの問いに答えなさい。 

③この法令を出して進めた、武士と百姓の区別をはっきりさせること 
 を何というか。 

２ 桃山文化について①～④にあてはまる語句・人物を答えなさい。 

① 

② 

③ 

④ 

 安土桃山時代には、雄大な（①）をもつ城がつくら 
れ、（②）らが描いた障壁画が内部に飾られた。 
 京都では（③）が歌舞伎踊りをはじめ、堺の町人 
千利休により（④）が大成された。 
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やや
難問 

よく 
でる！ 



それでは、応用問題を 
がんばって解いてください。 
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確認・応用問題・Practiceの解答（PDF＆解説動画）は、 
http://e-clus.com/ で購入できます。 

学習動画イークルース 検索 

http://e-clus.com/

