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★★★ □ （1） 下線部①の啓蒙思想家について次の①～③の文の関係のある人物をア～エから一つずつ選び記号で答えよ。

①　社会契約説と人民主権を唱えた

②　社会契約説と抵抗権を唱えた

③　法の精神と三権分立を唱えた

ア　ロック　　　　　イ　ルソー　　　　ウ　ルター　　　　エ　モンテスキュー

★★★★ □ （2） 下線部②のクロムウェルの指導によって共和制の革命を何というか、書きなさい。

★★★ □ （3）

★★★ □ （4） Aに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （5） 17世紀後半のフランスで、国王が絶対的な権力を握ったことを何というか。

★★★ □ （6） Bに当てはまる語句を書きなさい、またこのときに出された宣言も答えなさい。

★★ □ （7） 1804年に皇帝につき、ヨーロッパを政治的に支配した人物を答えなさい。

★★★ □ （8）

★★★ □ （9） Cによって、資本を持つ者が経営者として、賃金をもらって働く者を雇う仕組みを何というか。

★★★★★ □ （10）

ア　ルター　　イ　マルクス　　ウ　中江兆民　　エ　クロムウェル

★★★★ □ （11） Dには鉄血宰相と呼ばれた人物が入る、答えなさい。

★★★ □ （12）

次の文は「近代革命の時代と欧米諸国」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに
答えなさい。

　17世紀ヨーロッパの中心はオランダにあり、それに対抗してフランスやイギリスが積極的に産業を育成した。この
ころに政治や社会を批判しながら、思想を発展させた①啓蒙思想家もあらわれた。
　17世紀半ばイギリスでは国王が王権神授説をとり、戦争のために新しい税を課し、中央集権を目指した。こうした
専制に議会が反対して内線となり、王政が否定されて、②クロムウェルの指導によって共和制の革命が実現した。
1688、89年には、議会を尊重する国王を立てて「権利章典」を制定した③革命がおこった。
　18世紀後半にイギリス本国が新しい税を課し、反対運動を弾圧したことに抗議して、植民地の人々は立ち上がり、
1776年に（　A　）を発表した。1789年に、パリでも地方でも人々が立ち上がり、（　B　）が始まった。
　18世紀後半にイギリスは産業のしくみを変え、世界の経済の中心となった。技術の向上による産業と社会のしくみ
の変化を（　C　）という。　ドイツは1871年に（　D　）によって富国強兵が進められ、帝国として、統一された。アメリカ
は、しかし、自由貿易や奴隷制をめぐる対立から国が二つに分裂、1861年（　E　）がおき、奴隷の解放を図る北部
が、この内戦に勝利した。
※王権神授説：17世紀半ばイギリスで唱えられた、国王の権限は神からあたえられたもので、国民はこれに従わなければならないとする説。

Eに入る語句を書きなさい、また、このとき演説で、「人民の、人民による、人民のための政治」をうったえた
大統領を答えなさい。

Cに当てはまる語句を書きなさい、また19世紀のイギリスは製鉄、機械、造船、武器などの産業も発達し、何
と呼ばれたか、答えなさい。

下線部③の1688、89年には、議会を尊重する国王を立てて「権利章典」を制定した革命を何というか、書き
なさい。

この時代には（9）を批判する社会主義の考えも広まったが、この考えを唱えた人物をア～エの中から一つ
選び記号で答えよ。

目標時間

30分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

合計日付

1

1節 欧米の進出と日本の開国

第4章 開国と近代日本の歩み

小計

① ② ③

（10）

（11） （12）
語句 大統領

（8） （9）
語句 何と呼ばれたか

（5） （6） （7）
語句 宣言

（1） （2） （3） （4）
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★★★ □ （1） 下線部①の戦争を何というか、またこの戦争後、イギリスと清の間で結ばれた条約を何というか、書きなさい。

★★★★ □ （2）

ア　A－茶・絹　B－綿織物　C－アヘン

イ　A－茶・絹　B－アヘン　　C－綿織物

ウ　A－綿織物　B－茶・絹　C－アヘン

エ　A－綿織物　B－アヘン　C－茶・絹

★★★★ □ （3） Aに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （4） 下線部②のことを何というか、書きなさい。

★ □ （5） 下線部③のときの東インド艦隊司令官は誰か、答えなさい。

★★★★ □ （6） 下線部④の条約名を書きなさい、また、このとき2港開いたがそれはどこか、書きなさい。

★★★ □ （7） Bに当てはまる条約名を書きなさい。

★★★★★ □ （8） 下線部⑤の港とあるが次のア～カの中で、このときの港に当てはまらないものを全て選び記号で答えなさい。

ア　神奈川（横浜）　　イ　堺　　　ウ　兵庫　　エ　長崎　　　オ　琉球　　カ　新潟

★★★★ □ （9）

★★★ □ （10）

a　外国で起こした事件でも、領事が自分の国の法律によって裁判を行う権利を持った。

ｂ　国家が主権に基づき自国の関税を自主的に制定する権利がなかった

★★★★★ □ （11） これらの貿易によって日本から輸入したものと輸出したものをそれぞれ一つずつ答えなさい。

★★★★ □ （12） このときの最大の貿易港はどこで、相手国はどこか答えなさい。

次の文は「ヨーロッパの侵略と不平等条約」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに
答えなさい。

イギリスは清との貿易が赤字だったことから、インドで栽培した麻薬であるアヘンを清に持ち込んで売っていた。ア
ヘンを厳しく取りしまった清に対し、①イギリスは1840年に軍艦を送り、勝利した。清が、戦費や賠償金をまかなうた
めに農民に重税を課したこともあり、洪秀全を中心とする（　A　）が広がった。このことは日本にもすぐに伝わり、江
戸幕府は警戒を強めた。
　1857年、インド兵のイギリス人の上官に対する反乱をきっかけとして、②イギリスに反感を持っていた多くの人が
加わり、反乱は各地に広がった。
　③1853年、4隻のアメリカの軍艦が浦賀（神奈川県）に来航した。この翌年アメリカと④条約を結んだ。さらに1858
年に（　B　）を結び、⑤５つの港を開いて自由な貿易を行うことを認めた。

図は、19世紀前半のイギリス、中国（清）、インドの間で行われ
た三角貿易における品物の流れについて表したものです。図
中のA～Cにあてはまる品物の組み合わせとして最も適切なも
のを、次のア～エの中から１つ選び、その記号を書きなさい。

Bの条約は日本にとって不利な内容でした。下の文a、ｂはその内容について簡潔にまとめたものである。この
a、ｂの権利を何というか、答えなさい。

アメリカと条約を結んだ後、幕府はオランダ、ロシア、イギリス、フランスともほぼ同じ条約を結んだことを何
というか。

2

小計

（2）

（11）
輸入したもの 輸出したもの

（8） （9） （10）
a ｂ

（12）
貿易港 相手国

（5） （6） （7）
条約名 開いた港

（1） （3） （4）
戦争名 条約名
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★★★★ □ （1） Aに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （2） 下線部①の大老は誰か、次のア～エから一つ選び記号で答えなさい。

ア　井伊直弼　　イ　松平定信　　ウ　田沼意次　　エ　水野忠邦

★★★★ □ （3） 下線部②のできごとを何というか、書きなさい。

★★★★ □ （4） 下線部③の長州藩出身の人物を答えなさい。

★★★★ □ （5） 下線部④の薩摩藩出身の人物をア～カの中から二人選び記号で答えなさい。

ア　大久保利通　　イ　坂本龍馬　　　ウ　岩倉具視　　エ　西郷隆盛　　　オ　板垣退助

★★★★ □ （6）

★★ □ （7） 下線部⑤の第15代将軍は次のア～エのどれか、記号で答えなさい。

ア　徳川家康　　イ　徳川家光　　　ウ　徳川綱吉　　　エ　徳川　慶喜

★★★ □ （8） Bに当てはまる語句を答えなさい。

★★★ □ （9） Cに当てはまる語句を答えなさい。

★★★ □ （10） 1868年1月におきた、旧幕府軍と新政府軍の戦争を何というか。

★★★★ □ （11） 次のア～エのできごとを，年代の古い順に並べるとどのようになりますか，その記号を順に書きなさい。

ア　下関砲台が４か国の連合艦隊に占領された。

イ　日米修好通商条約が結ばれた。

ウ　大老井伊直弼が江戸城の桜田門外で暗殺された。

エ　ペリーが浦賀にに来航し、開国を求めた。

次の文は「江戸幕府の滅亡」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに答えなさい。

長州藩は欧米の軍隊と実際に戦って敗れ、攘夷が不可能であることを知りました。こののち、長州藩はどの
ような行動をとりましたか、次の語句を用いて、簡潔に書きなさい。　[同盟、幕府]

　幕府が朝廷の許可なく通商条約を結んだことから、天皇を尊ぶ考えや外国の勢力を排除しようとする考えが高ま
り、幕府に反対する（　A　）がさかんになった。しかし、このときの①大老は、②幕府に反対した大名や武士、公家を
処罰したため、1860年に江戸城の門外で暗殺された。その後、③長州藩は下関海峡を通る外国船を砲撃し、④薩
摩藩は1963年にイギリスと戦い、欧米の軍事力を目の当たりにした。
　⑤第15代将軍は、朝廷を中心とする、幕府にかわる新政権の中で主導権をにぎるため、1867年10月に、政権を
朝廷に返した（　B　）。これに対して、公家の岩倉具視などは、朝廷を動かして、同年12月に（　C　）を発し、天皇を
中心とする政治にもどすことを宣言すると同時に、将軍の政治的影響力を除くため、官僚や領地の返上を命じた。

3

小計

（2）

（7） （8）

（9） （10） （11）

（4） （5）（1） （3）

（6）
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★★★ □ （1） Aに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （2）

★★★ □ （3） 下線部②の土地と人民を政府に返させたことを何というか、書きなさい。

★★ □ （4） 下線部③の藩を廃止て県を置いたことを何というか、書きなさい。

★★★★ □ （5）

ア　肥前　　イ　長州　　ウ　薩摩　　エ　松江藩　　オ　土佐藩　

★★★★ □ （6） Bに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★ □ （7） Cに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （8）

★★★ □ （9） Dによって、6歳以上の男女すべてに小学校で教育を受けさせることにした、Dに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （10） Eに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★ □ （11）

★★★★ □ （12）

　ア　全国の大名から，土地と人民を天皇に返させた。

　イ　地価の３％を税として国に納めさせる方法を取り入れた。

　ウ　内閣の制度を定め，初代内閣総理大臣に伊 藤 博 文 が就任した。

　エ　藩を廃止して府・県を置き、政府の役人を派遣して治めさせた。

下線部⑤軍隊を強くすることを目指したことを漢字4字で何というか、書き
なさい。

下線部⑥に関し、右の資料2は、明治政府が財政の基礎を固めるために
行った、地租改正の改正前(江戸時代)と改正後の比較を示したものであ
る。資料2のアにあてはまる言葉を書きなさい。

明治時代に関し、次のア～エは，当時の政府が行ったことがらを述べてい
ます。これらを年代の古い順に並べるとどのようになりますか。その記号を
順に書きなさい。

下線部④の4藩とあるが、このときの4藩に含まれていないものを次のア
～オから一つ選び記号で答えなさい。

次の文は「新政府の成立と明治維新」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに
答えなさい。

　江戸幕府にかわってできた新しい政府は、日本を近代国家にするため、様々な改革を進めた。こうした改革
と、それに伴う社会の動きを（　A　）という。①1868年3月、世論を大切にして政治を進めること、外国との交際を深
めて国を発展させることなど新しい政治の方針を定めた。②1869（明治２）年、土地と人民を政府に返させた。1871
年に地方制度を改め、③藩を廃止て県を置き、倒幕の中心でであった少数の公家や④４藩の出身者たちが政治の
実権をにぎった。のちに（　B　）政治と呼ばれた。また、国民を一つにまとめようと、皇族以外はすべて平等であると
したため、それまでの厳しい身分制度はくずれた。1871年には、えた身分、ひにん身分などの呼び名を廃止し、平
民と同じとする（　C　）が出された。
　政府は欧米の列強に対抗するため、経済を発展させて国力をつけ、⑤軍隊を強くすることを目指した。教育の普
及は、日本の近代化を進めるうえで大きな役割を果たした。1872年に（　D　）を交付し、小学校から大学までの学校
制度を定めた。1873年に（　E　）が出され、満20歳になった男子は士族、平民に関わらず兵役の義務を負うことに
なった。また、1873年から国家の財政を安定させるため、⑥地租改正を実施した。

下線部①に関し、右の資料1はその方針である。この新しい政治の方針を
何というか、答えなさい。

目標時間

30分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

合計日付

1

2節 明治維新

第4章 開国と近代日本の歩み

一 広ク會議ヲ興シ萬機

公論ニ 決スベシ

一 上下心ヲ一ニシテ盛

ニ經綸ヲ行フべシ

一 官武一途庶民ニ至ル

迄各其志ヲ遂ケ人心ヲ

シテ倦マサラシメン事

ヲ要ス

一 舊來ノ陋習ヲ破リ天地

ノ公道ニ基クべシ

一 智識ヲ世界ニ求メ大

ニ皇基ヲ振起スべシ

小計

（5）

（10） （11） （12）

（6） （7） （8） （9）

（1） （2） （3） （4）

資料1

（資料2）

改正前（江戸時代） 改正後

納税者 耕作者 土地所有者

納税方法 米で納入 （　ア　）で納入

課税対象と税率
収穫高に対する割
合（五公五民、四公
六民など）

地価の3％（のちに
2.5％に引き下げら
れた）

※：改正前（江戸時代）の納税方法には一部、米によらない場合が
あった。
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★★★ □ （1） 下線部①のことを何というか、書きなさい。

★★★★ □ （2）

　　ア　東京（新橋）・横浜間、日本国内で初めての鉄道が開通した。

　　イ　テレビ放送が開始され、やがて家庭電化製品や自動車が普及した。

　　ウ　1日100万部以上発行する新聞社があらわれ、ラジオ放送も開始された。

　　エ　浮世絵で多色刷りの版画が始まり、歌川（安藤）広重の風景がが人気を集めた。

★★★ □ （3）

★★★★ □ （4） 下線部②に関し、フランスに留学し、東洋のルソーと呼ばれた人物を下のア～エから一つ選び記号で答えなさい。

ア　中江兆民　　イ　与謝野晶子　　ウ　幸徳秋水　エ　森鴎外　

★★★ □ （5） Aに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （6） Bに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （7）

★★★★ □ （8） 下線部③に関し、政府は蝦夷地を何と改め、何という役所を置いたか、書きなさい。

★★★ □ （9）

★★★★ □ （10） Cに当てはまる条約名を答えなさい。

★★★ □ （11） 下線部⑤の武力で開国をせまる主張を何というか。

★★★★ □ （12） 下線部⑥の使節の派遣を主張していた者を次のア～オからすべて選び、記号で答えなさい。

ア　西郷隆盛　　イ　板垣退助　　　ウ　大久保利通　　　エ　岩倉具視　　オ木戸孝允

★★★★ □ （13） 下線部⑥に関し、政府が分裂し、使節の派遣を主張していた者が政府を去ったできごとを何というか。

★★★★ □ （14）

★★★★ □ （15）

　　

下線部④の出来事を何というか。

富岡製糸場のように、国が民間に手本を示す目的でつくられた工場を何というか、書きなさい。

明治時代の文化の大衆化について述べた文として最も適当なものはどれか、次のア～エから1つ選び、その
記号を書きなさい。

下線部②に関し、人間の平等と民主主義をわかりやすい表現で説いた、「学問のすゝめ」の著者は誰か、答
えなさい。

次の文は「文明開化と近代的な国際関係」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに
答えなさい。

日本は近代化をめざす政策によって、①欧米の文化がさかんに取り入れられ、都市を中心に伝統的な生活が変化
し始めました。欧米の②近代思想も次々に紹介され、青年たちに大きな影響をあたえやがて自由民権運動へとつな
がった。
　政府は、世界一周ルートを利用して、右大臣の岩倉具視を全権大使とする（　A　）を欧米に派遣した。政府は、近
代的な産業を育てることで「富国」を実現するため、（　B　）を進めた。ロシアとの国際関係うえからも、③蝦夷地の
開拓は、政府にとって重要な課題だった。
　1879年、軍隊の力を背景に、琉球の人々の反対をおさえつけて、④沖縄県を設置した。清とは、1871年、対等な
立場での（　C　）を結んだ。朝鮮国は欧米に対しても、日本に対しても、鎖国をしていたため、政府内には、⑤武力で
開国をせまる主張が高まった。1873年、いったん使節の派遣が決定されたが欧米から帰国し、国力の充実が先で
あると考えた岩倉具視や大久保利通は派遣を中止させた。その結果政府は分裂し、⑥使節の派遣を主張していた
者は政府を去った。その後、日本は朝鮮に開国を求める交渉を進め、1875年の（　D　）をきっかけに、翌年朝鮮との
間に、不平等条約である（　E　）を結び、朝鮮を開国させた。
　⑦国境を決めることは、近代国家として重要な課題で、日本は近代化を欧米諸国に認めさせるため、法律の整備
に力を注いだ。

Dには軍艦を朝鮮に派遣し、沿岸を無断で測量して圧力を加えたことによって起きた武力衝突の事件が入
る、Eには朝鮮との不平等条約が入る、それぞれ語句を書きなさい。

下線部⑦の国境を決めることに関し、1875年に日本とロシアの間で両国の国境が確定した条約名を答えな
さい。
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小計

（2） （4）

（15）

（13） （14）
D E

（9） （10） （11） （12）

（6） （7） （8）
改めた名称 役所

（1） （3） （5）

https://iidrill.com/


 

 
https://iidrill.com 

 

★★★★ □ （1） Aに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （2） Bに当てはまる戦争名を答えなさい。

★★★ □ （3）

★★★★★ □ （4）

★★★★ □ （5） Cに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （6）

★★★ □ （7） 下線部②の政党の結成について、次の二人の人物が結成した党を何というか、それぞれ書きなさい。

①　板垣退助　　　　②　大隈重信

★★ □ （8） Dに当てはまる憲法名を書きなさい。

★★★★ □ （9） Dの憲法はどこの国を参考につくられたか、また、その理由を書きなさい。

★★★ □ （10）

　ア　男女平等を基本とし、性別により働く権利がさまたげられないようになった。

　イ　地方に府県を置き、府知事や県令（のちの県知事）を派遣し統治させるようになった。

　ウ　政党を解散させ、大政翼賛会という組織にまとめ、挙国一致体制をつくった。

　エ　法律の範囲内で、言論や出版、集会・結社などの自由が認められた。

★★★ □ （11）

★★★ □ （12） 下線部③の二院制に関し、次の文に当てはまる院の名称を答えよ。

①　皇族、華族や天皇が任命した議員からなる院

②　国民が選挙した議員からなる院

★★★★ □ （13）

次の文は「立憲制国家の成立まで」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに答えなさい。

　政府を去った板垣退助は、国民が政治に参加できる道を開くべきだと主張して、1874年1月（　A　）を提出し、国会
の開設を求めた。明治維新の改革に不満を持つ士族たちも大久保の政治への批判を強め、西日本を中心に各地で
武力蜂起した。中でも1877年に西郷隆盛を中心として鹿児島の士族などが起こした（　B　）は最も大規模で、徴兵
制によってつくられた政府軍によって鎮圧された。1880年には、全国の代表者が大阪に集まって（　C　）を結成し、
国会の開設を求めた。運動の高まりに対して、政府の①伊藤博文などは、10年後に国会を開くことを約束した。さら
に運動は②政党の結成へと進んだ。
　1889年2月1日、天皇が国民にあたえるという形で（　D　）が発布された。議会は③二院制を採用し、④国民が国
の政治に参加する道が開かれた。こうして議会政治が始まり、日本はアジアで最初の近代的な立憲制国家になっ
た。

Dの内容として最も適当なものはどれか、次のア～エから1つ選び、その記号を書きなさい。

（3）について、次の資料2 は、1880年における参議
とその出身藩を示したものである。当時、（3）をす
すめた人たちが、国会開設を政府にせまったのは
なぜか、その理由の1 つとして考えられることを、
資料2 から読み取れる当時の政治の状況にふれ
て、書きなさい。

下線部①の伊藤博文は1885年に内閣制度ができると初代の（　　　　）に就任した。（　　）に当てはまる語句を
書きなさい。

Dの憲法の翌年には、忠君愛国の道徳示され、教育の柱とされるとともに、国民の精神的、道徳的なよりどこ
ろとされた（　　　）が出された。（　）に当てはまる語句を答えなさい。

下線部④の国民が国の政治に参加する道とあるが、このとき選挙権が与えられたのは、全人口の1.1％（約
45万人）にすぎなかった、これはなぜか、このときの選挙権にふれ、簡潔に書きなさい。

（B）ののちに国民が政治に参加する権利の確立をめざす運動広がった、この運動を何といいますか、書き
なさい。

3

資料2 1880年における参議とその出身藩
名前 大隈重信 大木喬任 伊藤博文 寺島宗則 山県有朋
出身 肥前藩 肥前藩 長州藩 薩摩藩 長州藩
名前 黒田清隆 西郷従道 川村純義 井上　馨　 山田顕義
出身 薩摩藩 薩摩藩 薩摩藩 長州藩 長州藩
※ 参議とは、内閣制度以前の明治政府な重要な役職のことである。

小計

（10）（9） （11）
国 理由

（12） （13）
① ②

（7） （8）
① ②

（4） （5） （6）

（1） （2） （3）
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★★★ □ （1）

★★★★ □ （2） Aに当てはまる当時の外務大臣の名前を書きなさい。

★★★★ □ （3）

★★★★★ □ （4）

★★★★★ □ （5）

★★★★ □ （6） 下線部②の出来事を何というか、書きなさい。

★★★★ □ （7） BとCに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★ □ （8）

①　朝鮮の独立を認める

②　（　　　）半島、台湾、澎湖諸島を日本に譲ること

③　賠償金2億両（テール：当時の日本円で約3億1000万円）を支払うこと

★★★★ □ （9）

下線部①の軍事力によってアジアやアフリカの地域のほとんどを植民地とした、列強の動きを何というか、
書きなさい。

陸奥宗光は，略年表中のア～エのどの期間にイギリスとの不平等条約改
正の交渉に成功しましたか。適切なものを１つ選び、その記号を書きなさ
い。

資料1は、当時の政府が開いた舞踏会のようすをえがいたものである。資
料1にえがかれたような舞踏会を政府が開いたのはなぜか、その理由の1
つとして考えられることを江戸時代末期以来の外交問題にふれて、書きな
さい。

欧米との間で結ばれた通商条約は、日本にとって不利な内容が含まれて
た。1886年に起こった資料2のノルマントン号事件をきっかけに、国民が強
く改正を求めるようになったのは、条約のどのような内容か、簡潔に書きな
さい。

Cの講和条約によって、日本は住民の抵抗を武力で抑え、植民地支配を推し進めるため、台湾に何を設置し
たか。

Cの講和条約の内容は以下の3つの内容であった。②の（　　）に当てはま
る語句を書きなさい。また、その位置について適当なものを、ア～エから一
つ選び記号で答えなさい。

次の文は「日清戦争前後」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに答えなさい。

　19世紀後半に、資本主義の発展とともに、フランスやロシアを加えた欧米の列強は、資源や市場を求めてアジア
やアフリカへの経済的な進出を強めていき、やがて①軍事力によってこれらの地域のほとんどを植民地とした。日
本は特に法律の整備を進め、（　A　）外務大臣は日英通商航海条約を結んだ。日本国内では、列強のアジア進出
に対抗しなければ、日本の発展も望めないという主張が強まった。
　朝鮮では1894年、民間信仰をもとにした朝鮮の宗教、東学を信仰する団体を中心とした農民が、朝鮮半島南部一
帯で②蜂起した。かれらは、腐敗した役人の追放といった政治改革や、日本や欧米など外国人の排除を目指した。
朝鮮の政府が清に出兵を求めたのがきっかけに（　B　）が始まった。日本はこの戦いに勝利し、1895年4月、（　C　）
が結ばれた。清の弱体化をみた列強は、清の国内に独占的な勢力の範囲をつくっていった。
　国民の間にはロシアへの対抗心が高まり、急速な国力の発展には、政治の安定が重要だったため、伊藤博文は
③政党をつくり、これ以後政党の中心となった。

目標時間

30分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

合計日付

1

3節 日清・日露戦争

第4章 開国と近代日本の歩み

資料1 舞踏会のようす 資料2 ノルマントン号事件のようす

1885年 内閣制度が創設された。

↕ ア

1889年 大日本帝国憲法が発布された。
↕ イ

1894年 日清戦争がおこった。

↕ ウ

1902年 日英同盟が結ばれた

↕ エ

1911年 関税自主権が回復した。

略年表
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★★★ □ （1） 下線部①の事件を何というか、書きなさい。

★★ □ （2） Aのイギリスと結んだ同盟を答えなさい。

★★★ □ （3） BとCに入る語句をそれぞれ書きなさい。

★★★★ □ （4） Bに関し、出兵した弟を思って、「君死にたまふことなかれ」の詞を発表した人物は誰か。

★★★★ □ （5） Bに関し、このとき戦争に反対した社会主義者は誰か、全て選び、記号で答えなさい。

ア　井上馨　　イ　幸徳秋水　　　ウ　内村鑑三　　エ　陸奥宗光　　　オ　中江兆民

★★★★★ □ （6） 下線部②に関し、国民の不満が高まったのはなぜか、Cの条約の内容にふれ、簡潔に書きなさい。

★★★★ □ （7） 下線部②に関し、東京では、暴動をともなう民衆の運動にまで発展した。この事件を何というか、書きなさい。

★★★★ □ （8）

★★★★ □ （9） 下線部③に関し、このときの初代の統監に就任した人物を次のア～エから一つ選び記号で答えなさい。

ア　西郷隆盛　　　イ　伊藤博文　　　ウ　岩倉具視　　　エ　大久保利通

★★★ □ （10）

★★★★ □ （11） DとEに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★★ □ （12） このとき（9）の人物と手を結んだ清の実力者は誰か、答えなさい。

次の文は「日露戦争前後」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに答えなさい。

　1899年に列強の中国分割に反対して外国の勢力を排除しようとする運動さかんになり、①翌年北京にある各国の
公使館を包囲した。日本を主力とする連合軍はこれを鎮圧した。ロシアの勢力拡大をみて、韓国での優位を確保し
たい日本と清での利権の確保に日本の軍事力を利用したいイギリスとは1902年に（　A　）を結びロシアに対抗し
た。1904年2月、（　B　）がはじまった。日本軍は苦戦を重ねながらも戦争を有利に進め1905年5月の日本回線で勝
利をおさめたのを機に、アメリカの仲介により、9月に（　C　）が結ばれた。しかし、②国民の不満が高まった。
　③1910年、日本は韓国を併合し、満州における日本の経済的な利権の拡大に力を注いだ。日本は、満州への進
出の機会をうかがっていたアメリカと対立するようになった。
　中国では帝国主義の列強の圧迫に対抗して、列強が獲得した利権を取り戻そうとする動きが強まり、清をたおして
民族の独立と近代国家の建設をめざす④革命運動がもり上がった。この運動の結果、1912年、南京を首都とする、
アジアで最初の共和国である（　D　）が建国された。これを（　E　）という。

下線部④の革命運動に関し、このときの中心人物を答えなさい、また、この人物が唱えたものを何主義とい
うか、答えなさい。

下線部③に関し、武力を背景とした植民地支配をおし進めるために、日本は韓国に何を置いたか、答えなさ
い。

2

小計

小計

（3）

位置

（9） （10） （11）

B C 語句

（4） （5）

（6） （7） （8）

（1） （2）

（9）

（4） （5） （6）

（1） （2） （3）
B C

（11） （12）
D E

（7） （8） （10）
中心人物 主義
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★★ □ （1） Aに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （2） 日露戦争後の最大の貿易相手国はどこか。

★★★★ □ （3） 下線部①の八幡製鉄所に関し、図中のa～ｄのどの期間につくられたか。

★★★★ □ （4）

★★★★ □ （5）

★★★ □ （6） Bに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （7） Cの人物は「無我」などの作品をつくった、この人物名を答えなさい。

★★★ □ （8） Dの人物は「湖畔」などの作品をつくった、この人物名を答えなさい。

★★★ □ （9） Eには「たけくらべ」の作者が入る、この人物名を答えなさい。

★★★ □ （10） Fには「坊ちゃん」の作者が入る、この人物名を答えなさい。

★★★ □ （11） Gには「舞姫」の作者が入る、この人物名を答えなさい。

★★★ □ （12） Hには現在の千円札の肖像画の人物が入る、この人物名を答えなさい。

★★★ □ （13）

次の文は「産業革命の進展と近代文化の形成」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに
答えなさい。

下線部②に関し、日露戦争後に、12歳未満の就業禁止、労働時間の制限
などを定めた法律を何というか。

日本の経済は、1886年ごろから、紡績、製糸などの（　A　）工業が発展した。重化学工業は、官営の①八幡製鉄所
が建設された。資本主義の発展とともに、②労働者は増加した。産業革命が進む中、三井、住友、三菱、安田など
の資本家は、金融、貿易、鉱業などさまざまな業種に進出して日本の経済を支配する（　B　）に成長した。
　19世紀終わりごろ、アメリカ人のフェノロサが岡倉天心と協力して日本の美術復興に努め、日本画の（　C　）や狩
野芳崖、彫刻の高村光雲などが、近代的な日本の美術を切り開いた。その一方で、欧米の文化を取り入れた新しい
文化も生まれ、フランスに留学した（　D　）が印象派の画風を紹介した。日清戦争の前後には、文学で個性を重んじ
るロマン主義が主流となり、短歌の与謝野晶子や小説の（　E　）などの女性の文学者が活躍した。日露戦争前後に
は、社会の現実を直視する自然主義が主流となる一方で、（　F　）と（　G　）は、欧米の文明と接するようになった日
本に生きる知識人の姿をえがいた小説を発表した。教育の広がりの中で、優れた科学者や芸術家もあらわれ、19世
紀末から、細菌学の北里柴三郎や（　H　）をはじめ、原子生物学などの分野で日本人による最先端の世界的な研究
があらわれた。

右の資料2は、福岡県北部を中心に産出され、八幡製鉄所が利用した資
源のおもな採掘地を■で示したものである。資料2に■で示した採掘地か
ら産出された資源は何か、書きなさい。

衆議院議員の田中正造は,農民とともに足尾銅山の操業停止と被災民
救済を訴えた。鉱毒による被害をひきおこした足尾銅山を示した場所とし
て最も適当なものはどれか、略地図に示したア～工から1つ選び、その記
号を書きなさい。

1877年 西南戦争が起こる。

↕ a

1885年 内閣制度ができる。
↕ ｂ

1894年 日清戦争が始まる。

↕ ｃ

1902年 日露戦争が始まる。

↕ ｄ

1910年 韓国が併合される。

図
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