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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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