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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）
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★★★★ □ （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。
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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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