
歴史演習問題　開国と近代日本の歩み

⃣1次の資料１～５を見て、下の各問いに答えなさい。

資料 1　　　　　　　　　　　　　　　資料 2
　　　　　　　　　　　　　　　

資料 3

資料 4

資料 5

（1）資料 1 は、1853 年に、4 隻の軍艦を率いて浦賀に入港した、アメリカ東インド艦隊司令長官で

す。この人物名を答えなさい。

（2）資料 2 は（1）の人物が幕府に差し出した、アメリカ大統領の国書である。資料から、アメリカが

日本に求めた事柄を 3 つ読み取って、簡潔に説明しなさい。

アメリカ大統領の国書

私の希望は、両国間で貿易を行うことです。

・・・合衆国の船が毎年多くカリフォルニアから中

国に行きます。また捕鯨のため、日本沿岸に

近づきます。もし台風にあったときは、助けてください。

・・・・日本国内には、石炭や食料、水を得る

ために、日本に入ることを許してもらいたいのです。

第 2 条　下田、函館の両港は、アメリカ船の薪水（まきと水）、食料、石炭、欠乏の品

　　　　　を日本にて調達することに限って入港を許可する

第 4 条　すべて日本に対して輸出入する商品は別に定めるとおり、

日本政府へ関税をおさめること。

第 6 条　日本人に対して法を犯したアメリカ人は、アメリカの領事裁判所において取り調

べのうえ、アメリカの法律によって罰すること。



（3）資料 3 の条約名を答えなさい。

（4）資料 4 の条約名を答えなさい。

（5）（1）の人物が結んだ条約は、資料 4．5 のどちらか。数字で答えなさい。

（6）資料 4 のなかの下線部の港を、資料 5 の地図中のア～オから二つ選び記号で答えなさい。

⃣2　資料 6～11 をみて、そら君とみおさんが会話をしています。こ

の会話文を読み、下の各問いに答えなさい。

そら　　200 年以上も鎖国を続けた幕府が、開国したのはなぜだろう。

みお　 いろいろな理由があると思うけれど、資料 6 の（　①　）戦争も関係があると思うな。

そら　　イギリスが中国に勝った戦争だね。このことを知った水野忠邦が、外国船打ち払い令をゆ　

　　　　 るめたと、授業で習ったね。

みお　 資料 ⃣7は、開国後の日本の貿易相手国を示したものだけれど、何か変だと思わない？

そら　　本当だね。日本を開国させて、最初に貿易を始めたのはアメリカだったのに、資料 7 をみ　

　　　　 ると一番の貿易相手国を（　②　）だよ。

みお　 アメリカの比率が急激に減っているのはなぜでしょう。

そら　　わかった。（　A　）から、日本と貿易している余裕がなかったからだね。

みお　 正解。日本にはイギリスの綿製品が大量に輸入されて、日本国内の生産地は打撃を受け

　　　　 たそうだよ。

そら　  資料 9 からもわかる通り、インドの伝統的な面産業も大打撃を受けたんだよね。

みお　 このような状況になったのは、資料 10 からもわかるように、当時のイギリスでァ工業製品の　

　　　　生産のしかたが大きく変わったからだよ。

そら　  資料 7 では、イギリス以外に、フランスも日本との貿易の割合が増えいるね。フランスはどの

　　　　 ような状況だったのかな。

みお　 1789 年にフランス革命が起きて以来、イギリスに比べて国内の政治が不安定だったようだ

　　　　 ね。

そら　　資料 11 が、革命の中で発表された（　③　）だね。

みお　 日本では、倒幕を目指した薩摩藩と長州藩をイギリスが、幕府をフランスが支援していくこ

　　　　 とになるんだね　

資料 6



資料 ⃣7
幕末の日本の貿易相手国

資料 8　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料９　インド史　　　　　　　　　　資料 10　

資料 11

（1）会話文中の（　①　）～（　③　）にあてはまる語句を答えなさい。

（2）会話文中の（　A　）に当てはまる分を、下のア～エから選び、記号で答えなさい。

ア　国内で革命が起こり、王政が倒された。

イ　イギリスから独立するための戦争をしていた。

ウ　国内が南北に分かれて内戦状態にあった。

エ　外国との戦争がながく続いていた。

（3）資料 4 は、綿布の「イギリスから東洋への輸出」と「インドからヨーロッパへの輸出」のグラフであ

る。「インドからヨーロッパへの輸出」はア、イのどちらか。会話文を参考にして選び、記号で答えな

さい。

（4）会話文中の下線部アの「工業製品の生産のしかたが変わった」とは、どのように変わったのか。

簡単に説明しなさい。

（5）資料 11 のなかの、（　B　）に当てはまる語句を漢字 2 字で答えなさい。

第１条　人は生まれながらに、（　 B 　）で平等な権利を持つ。

　　　　　社会的な区別は、ただ公共の利益に関係のある場合にしか設

　　　　　けられてはならない。



⃣3　次の年表と資料 12～17 を見て、下の各問いに答えなさい。

年代 できごと

１８６７年

１８６９年

１８７１年

　

１８７２年

１８７３年

　

１８７５年

１８７６年

１８７７年

１８７９年

１８８５年

１８８９年

１８９０年

王政復古の大号令・・・・・・・・・・・・・A
版籍奉還

廃藩置県

日清修好条規・・・・・・・・・・・・・・・・・B
学制発布

徴兵令

地租改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・C
樺太・千島交換条約・・・・・・・・・・・・D
日朝修好条規・・・・・・・・・・・・・・・・・E
西南戦争

沖縄県を設置・・・・・・・・・・・・・・・・・F
内閣制度の創設・・・・・・・・・・・・・・ G         あ
大日本帝国憲法の発布・・・・・・・・ H
第一かい帝国議会の開催・・・・・・  I

資料１２　新政府の方針　　　　　　　　　　　資料１３

資料１４　地券



資料１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料１６

　　　　　　　　　 江戸時代 明治時代　　

課税の基準 収穫高 （ a ）

支払う人 耕作者 土地所有者

支払う方法 米納 （ b ）納

資料 17

（1）年表中の A の出来事の翌年におこった、旧幕府軍と新政府軍のとの戦争を何というか。

（2）資料 12 の政治方針をなんというか。

（3）資料 12 の下線部は、「むかしからの悪い習慣を捨て去り、国際法に基づいた開国和親の方針

に従わなければならない」という意味である。開国以後の外国人に対する行動を示す、「悪い習

慣」とは何をさすか。漢字 2 字で答えなさい。

（4）年表中の B、D、E、F の出来事を正しく説明している文章を、次のア～エから一つ選び、記号

で答えなさい。

　　ア　ロシアに千島全島の領有を認め、樺太を日本領とした。

　　イ　琉球王国は、日本への併合に最後まで抵抗した。

　　ウ　日本は中国に対して不平等な内容を押し付けた。

　　エ　日本は朝鮮と対等な立場で条約を結んだ。

（5）明治時代の初期には「文明開化」と呼ばれる変化があった。資料 13 の中にみられる「文明開

化」を一つ選び、具体的に答えなさい。

（6）資料 14 は、国民の土地所有権を認め、政府が発行した書類である。この書類の名称を、漢字

2 字で答えなさい。

（7）政府は、年表中の C の改革を行い、税の取り方を変更した。

資料 15 は江戸時代の年貢と、明治時代の税についてまとめた表である。（ a ）、（ b ）に当てはま

る語句を資料 14 を参考にして答えなさい。

（8）年表中の C の結果、政府は安定した収入を確保することができるようになった。江戸時代の年

貢はなぜ不安定だったのか。資料 15 を参考にして答えなさい。

第１条　大日本帝国ハ万世一系ノ（ c ）

　　　　　之ヲ統治ス

第 3 条　（ c ）ハ神聖ニシテ侵スベカラズ

第 11 条　（ c ）ハ陸海軍ヲ統帥ス

第 20 条　日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従イ

　　　　　兵役ノ義務ヲ有ス



（9）年表中の「あ」の時期、薩摩藩・長州藩出身者などによる専制政治に対して、自由民権運動が

広がった。次のア～エの文章は、自由民権運動に関するものである。

ア～エを年代の古い順に並べかえたとき、3 番目にあたるものを選び、記号で答えなさい。

　　ア　国会期成同盟が結成され、国会開設を求めた。

　　イ　板垣退助らが、民撰議院設立の建白書を提出した。

　　ウ　東日本の各地で、民権派が関係した激化事件がおこった。

　　エ　板垣退助が自由党を結成した。

（10）年表中 G によって、初代内閣総理大臣となり、年表中 H の作成の中心となった人物はだれ

か。

（11）資料 16 は年表の H の一部である。（ c ）にあてはまる語句を答えなさい。

（12）資料 16 の下線部の内容を最初に定めたできごとを、年表中から抜き出して答えなさい。

（13）年表中の I のうち、資料 17 の選挙で選ばれた議員からなる議会を次のア～エから一つ選び、

記号で答えなさい。

　ア　枢密院　　イ　参議院　　ウ　貴族院　　エ　衆議院

⃣4　次の資料 18～25 をみて、下の各問いに答えなさい。

資料１８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料１９

アフリカの分割（1904 年）　　　　　　　　　　ノルマントン号事件

資料２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料２１　　　



資料２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料２３

資料２４　日清戦争・日露戦争の比較　　　　資料２５　綿糸の生産と貿易の変化

（1）19 世紀の後半から、欧米列強は資源や市場を求めて、アジアやアフリカへの経済進出を強め、

やがて軍事力によってこれらの地域を植民地としていった。こうした動きを何と呼ぶか。

（2）資料 18 の（　あ　）、（　い　）に当てはまる国名を、下のア～エから選び記号で答えなさい。

　　ア　ドイツ　　イ　フランス　　ウ　イギリス　　エ　アメリカ

（3）資料 18 の①、②の部分はどのような性格の地域課。次のア～エから適切なものを１つ選び、

記号で答えなさい。

　　ア　南米諸国の植民地　　　　イ　日本の植民地

　　ウ　中国（清）の植民地　　　　エ　独立を保った国

（4）資料 19 の出来事のあと、日本では不平等条約改正の世論が高まった。条約改正についての

下の文章の（　う　）～（　お　）に入る語句を答えなさい。

　改正に最も消極的だった（　う　）が交渉に応じ、1894 年には、（　え　）権を撤廃し、（　お　）の一

　部を回復した条約が調印された。次いで、ほかの諸国とも改正が実現した。



（5）資料 20、21 は、それぞれ日清戦争と日露戦争直前の様子をえがいた風刺画である。

日露戦争の状況を風刺したのはどちらか。資料の数字で答えなさい。

（6）資料 20、21 中の A~E は、ある国を示している。A,C、E はどの国を示したものか。次のア～ク

から 1 つずつ選び、記号で答えなさい。

　　　ア　日本　　　　イ　清　　　　　 ウ　モンゴル　　　エ　朝鮮　　　

　　　オ　フランス　　カ　イギリス　　キ　ドイツ　　　　　ク　ロシア

（7）資料 22 は、下関条約の一部である。下線部のリャオトン半島の位置を、下の地図のア～エか

ら選び記号で答えなさい。

（8）リャオトン半島を清に返すよう、列強が日本に勧告した出来事を何というか。

（9）（8）の際に、日本に返還を勧告した国として、適切でない国を、次のア～エから一つ選び記号

で答えなさい。

　ア　フランス　　　イ　ドイツ　　　ウ　アメリカ　　　エ　ロシア

（10）資料 23 は、ポーツマス条約の一部である。東京では、この条約の内容に不満を持つ民衆が、

日比谷焼き討ち事件をおこした。民衆はどのような不満を持っていたか。資料 23 と資料 24 の内

容を参考にして答えなさい。

（11）資料 25 は、日本の綿糸の生産と貿易の変化を示したグラフである。綿糸の輸出量が輸入量

を上回った年を答えなさい。ただし、このグラフは 1 年ごとの数値を線で結んだものである。

（12）（11）のような状況になったのはどうしてか。資料 25 を参考に、次の語句をつかって説明しな

さい。

　　　　　　　　　　　【軽工業　産業革命】　



⃣5　あみさんのグループでは「18 世紀の革命」というテーマで調べ

学習をすることになりました。次の対話文を読んで、下の各問い

に答えなさい。

あみ　　わたしが一番興味を持っているイギリスでは、国民の意思に反した国王が追放されている

　　　　　よ。

ゆうき　 その革命を正当化するために、イギリスでは①ある考えが強調されるようになるね。その考

　　　　　え方にもとづいてアメリカでは独立戦争が起こって、イギリスから独立することができたんだ

　　　　　ね。

ちさ　　 そのアメリカの独立宣言に影響を受けたのが、フランスだって知ってた？

みお　　②知っているよ。フランスでは貴族と聖職者が持っていた特権が廃止され、平民は抑圧か

　　　　　ら解放されたんだね。ただし、国王を処刑してしまうというのは、ちょっとやりすぎという感じ

　　　　　もするね。そして、やがてフランスにはナポレオンがあらわれて、革命の精神をヨーロッパ

　　　　　中につたえていくことになるよ。

ちさ　　 こうやってみると、革命は（　③　）の東西を行ったり来たりしているみたいで面白いね。

あみ　　革命といえば、イギリスでは 18 世紀に産業革命も起こっているね。

ゆうき　 ただ、産業革命というのは、機械の発明によって大量生産ができるようになったことだよ。

　　　　　今僕たちが話している「革命」とは少し意味が違うんじゃないかな？

あみ　　 そんなことはないよ。産業革命は④社会を大きく変化させることになったのだから、まさし

　　　　　 く「革命」といっていいんじゃないかな。　

（1）会話文中の下線部①について、次の文章は「ある考え」を説明したものである。この「ある考

え」は何と呼ばれるか。漢字 5 字で答えなさい。

政府は、国民の間で結ばれた約束にもとづいて成り立っている。

したがって、政府が国民の権利を不当に侵害するような圧政を

行った場合、国民は政府を変えることができる。また、場合によ

っては、政府に抵抗する権利を持っている。

（2）会話文中の下線部②で、みおさんが説明しているのは、フランス革命の流れである。この流れ

を示した、次のア～エの 4 枚の絵を、年代が古い順に並べ変えなさい。

ア　　　　　　　　　　　　　　　　イ

ウ　　　　　　　　　　　　　　　　エ



（3）会話文中の（　③　）に当てはまる海洋名を答えなさい。また、その海洋名を下の資料１の中の

A～C から選び、記号で答えなさい。

資料 1

（4）会話文中の下線部④の「社会の変化」について、次の語句を用いて、30 字以内で説明しなさ

い。

【資本家　労働者　資本主義】

（5）下の資料 2 は、イギリスを中心とした綿布の輸出量を示したグラフである。

グラフ中の空欄④に当てはまる国名を答えなさい。

またその国を資料 1 の中のア～エから選び記号で答えなさい。

（6）下の資料 3 は産業革命の進展に重要な役割を果たした、あるものの、1897 年の日本の状況

を示している。なんの状況か。漢字 2 字で答えなさい。

資料 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料 3　　



⃣6　次の資料 4～6 を見て、下の各問いに答えなさい。

資料 4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料 5

資料 6

（1）資料 4～6 を年代の古い順に並べ変えなさい。

（2）次の狂歌に関係の深い資料を、資料 4～資料 6 から選んで、資料の番号で答えなさい。

泰平の　眠りをさます　上喜撰　たった四はいで　夜もねられず

（3）資料 6 をふくむ条約は「不平等条約」であるといわれている。不平等な点を説明した次の文章

の（　①　）にあてはまる語句を答えなさい。

この条約は、アメリカに（　①　）権を認めているという点で不平等である。

（4）資料 6 を含む条約によって、日本の 5 つの港が開かれた。その中で、最大の貿易港となった

のはどこか。地名を答えなさい。また、下の資料 7 のなかのア～オから選んで記号で答えなさい。

　　　　　　　　資料 7

（5）アメリカは日本を開国させたが、その後、貿易は積極的に行わなかった。これは 1861 年にお

こった、アメリカ国内の内戦が影響している。この内戦をなんというか。



（6）下の資料 ⃣8は 1865 年の日本の輸出入を示したものである。

グラフ中の空欄②、③に当てはまる品名を答えなさい。

資料 8



⃣7　明治政府の政策をまとめた次の年表を見て、下の各問いに答

えなさい。

年 月 明治政府の政策

１８６９

　

１８７１

　

１８７２

　

１８７３

　

　

　

　　６

　

　　７

　

　　８

　

　　１

　

　　７

A　大名を領主とする藩がそのまま残っていたため。土地と人民を政府に返さ

せた。

B　藩を廃止して県を置き、中央から府知事や県令を派遣してはじめさせること

にした。

C　6 歳以上の男女は、すべて小学校教育を受けることを定めた。

D　満 20 歳に達した男子は、士族・平民にかかわらず兵役の義務を負うことに

した。

E　国民に近代的な土地の所有を認めたうえで、土地の所有者に、地租を現

金で納めさせた。

（1）日本の近代化の基礎となった、学制、兵制、税制のいわゆる「三大改革」に当たる政策は、年

表中のどの政策か。それぞれ記号で答えなさい。

（2）年表中の政策は、政府が日本全国を直接納める、中央集権国家の建設を目指して行われた。

年表中の A~E の政策の中で、実態が以前と変わらず、効果が上がらなかったものはどれか。

一つ選び、記号で答えなさい。

（3）年表中の B の政策を何と呼ぶか。漢字 4 字で答えなさい。

（4）年表中の A～E の中で、民衆の反対一揆がおこった政策を 2 つ選び、記号で答えなさい。

（5）下の資料 9 のグラフから読み取れることとして、最も適切なものを、次のア～エから選び記号で

答えなさい。

ア：地租の額は徐々に増えていった。

イ：地租の税率は徐々に下げられていった。

ウ：地価は徐々に下げられていった。

エ：地租の重要性は徐々に下がっていった。

資料 9



（6）下の資料 10 から読み取れる、明治政府による近代産業育成の方針を、漢字 4 字で答えなさ

い。

資料 10



⃣8　次の写真と文章は 1871 年に日本を出発し、欧米諸国を歴訪

した、日本の使節団の写真と、写真中の A～D の人物の自己紹

介である。この写真と文章をみて、下の各問いに答えなさい。

（1）写真中の A~D の人物名を下のア～エから一つずつ選び、記号で答えなさい。

ア：　伊藤博文　　イ：　岩倉具視　　ウ：　大久保利通　　エ：　木戸孝允

（2）使節団を派遣した目的として、適切なものを、次のア～エから二つ選び、記号で答えなさい。

ア：　アジアで最初の近代的な立憲国家となった日本を欧米に紹介し、天皇の権威を認めてもらう

　　　ため。

イ：　日本が欧米と結んだ不平等条約について、欧米が改正する意向があるかを確認するため。

ウ：欧米の進んだ政治や産業、社会の状況を視察するため。

エ：内閣制度が成立した日本を欧米に紹介し、日本の近代化を認めてもらうため。



（3）文中の①．②の長州藩、薩摩藩があった現在の都道府県の位置を、下の地図中ア～エからそ

れぞれ選び、記号で答えなさい。

（4）文中の下線部③について、「朝鮮への使節派遣を主張した人物を、次のア～エから二人選び、

記号で答えなさい。

ア：板垣退助　　イ：西郷隆盛　　ウ：坂本龍馬　　エ：福沢諭吉

（5）文中の下線部③について、このあとの日本と朝鮮の関係について、次の語句を用いて、40 字

以内で説明しなさい。

【江華島事件　日朝修好条規　不平等】



⃣9　次の 2 枚の絵は、日清戦争と日露戦争の実体を風刺したもの

である。下の各問いに答えなさい。

（1）左の絵の中の「※」の魚は、どこの国を表しているか。国名を答えなさい。

（2）絵の中の A～D の中には同じ国を表しているものがある。

A～D からその二つを選んで記号で答えなさい。

（3）日清戦争後に日本はリャオトン半島を獲得したが、ヨーロッパ列強の勧告により、清に返還し

た。この出来事をなんというか。漢字 4 字で答えなさい。

（4）日本が（3）の勧告を受け入れたのち、日本で流行したスローガンとして最も適切なものを次の

ア～エから一つ選び記号で答えなさい。

ア：　臥薪嘗胆　　　イ：　四面楚歌　　　ウ：　呉越同舟　　　エ：　扶清滅洋

（5）日露戦争後の国内の様子につて述べた次の文章の空欄に入る語句を漢字 3 字で答えなさい。

ただし、どちらの空欄にも同じ語句が入る。



１０　次の資料 11～資料 13 をみて、下の各問いに答えなさい。

資料１１　　　　　　　　　資料１２　　　　　　　　　　資料１３

（1）資料 11 は、ある工業製品の生産量と貿易の変化を示している。この物品は、資料 12 の工場

でも生産されていた。この工業製品を下のア～エから選び記号で答えなさい。

ア：　生糸　　　イ：　毛織物　　ウ：　綿糸　　エ：　化学繊維

（2）資料 11 から読み取れる内容として正しいものを、次のア～エから二つ選び記号で答えなさい。

ア：　この工業製品の輸入量は、1890 年代に輸出量を上回った。

イ：　この工業製品は 1890 年代には外国からの輸入量が減った。

ウ：　この工業製品の消費量は年々減少していった。

エ：　この工業製品は、国内での生産量の伸びにともなって輸出量が増えた。

（3）資料 11 の工業製品と同様に、日本から海外に輸出されたものに、銅がある。資料 13 の人物

が生涯を通じて問題の解決に取り組んだ、銅山の地名を答えなさい。

（4）（3）の銅山で起きた問題について述べた、下の文章の空欄に入る語句を漢字 2 字で答えなさ

い。

この銅山の近くを流れる渡良瀬川の流域では、銅山から流れ出した購読による被害がひろがった。

この問題は日本で最初の（　　　）であるといわれている。



11 次の年表を見て、下の各問いに答えなさい。

（1）年表中の（　　）に当てはまる語句を答えなさい。

（2）次の各文章は、年表中の A～F の出来事について説明したものである。

文章中の空欄（　①　）～（　➆　）にあてはまる語句を、下の語群から選んで、記号で答えなさい。

A　（　①　）と人民は政府に返させた。

B　政府は開拓使を置き、農業兼業の（　②　）を中心に開拓を進めた。

C　（　③　）を廃止して（　④　）を置いた。

D　6 歳以上の男女すべてが（　⑤　）教育を受けられるようになった。

E　満（　⑥　）歳に達した男子が兵役の義務を負った。

F　土地所有者に地券を発行し、（　➆　）の 3％の現金で納めさせることにした。

（3）D・E・F の三つの改革に代表されるような、欧米の強国に対抗するため、国力を付けるための

「新しい国づくりのための政策」をなんと呼ぶか。漢字 4 字で答えなさい。



１２　次の文章を読んで、下の各問いに答えなさい。

（1）文章中の①～③に当てはまる語句や人名を、次の語群から選んで記号で答えなさい。

（2）文章中の下線部について、武力で開国を迫る主張を何というか。

（3）文章中の下線部について、日本は 1876 年に朝鮮を開国させ、条約を結ぶが、この条約を何

というか。また、この条約と日清修好条規との違いを簡単に説明しなさい。



１３　次の 6 枚のカードをみて、下の各問いに答えなさい。

（1）自由民権運動の始まりから、立憲国家の成立までの流れで古い順にカードを並べ変えたとき、

F のカードはどのカードの前になるか。次の正しい順番に並べた 2 枚のカードの組み合わせを参

考に A~E のなかから選び記号で答えなさい。

♦　E→A　（国会開設の要求があったから、約束した。）

♦　B→D　（衆議院議員選挙を行ったので、議会を開いた。）

♦　C→F　（内閣制度ができて、総理大臣を決めてから憲法を作った。）

（2）カード B について、選挙権が与えられた人々の条件を、税・年齢・性別に触れながら、簡単に

説明しなさい。

（3）カード F について、大日本帝国憲法は、ドイツ（プロイセン）の憲法を参考にして作られたが、

この理由を簡単に説明しなさい。

１３　下の絵をみて、下の各問いに答えなさい。

（1）上の絵は、イギリスがエジプトから南アフリカまで植民地を広げたことを示している。

資源や市場を求めて、軍事力で植民地を広げる動きをなんというか。

漢字 4 字で答えなさい。

（2）欧米列強が（1）の動きによってアジア侵略をすすめるなか、日本は条約改正によって対等な

地位をえようとした。

次のア～エのなかから、条約改正に関係のない語句を選び、記号で答えなさい。

ア；　鹿鳴館　　イ：　三国干渉　　ウ：　ノルマントン号事件　　エ：　欧化政策



14　次の年表をみて、下の各問いに答えなさい。

（1）年表中の（　①　）～（　⑤　）に当てはまる語句を答えなさい。

（2）年表中の A について、この出来事によって日本が獲得した半島を、ロシアなどの列強が清に

返還することを求めたできごとを何と呼ぶか答えなさい。

（3）（2）の半島を、解答欄の地図の中でにりつぶしなさい。

（4）年表中の B を結んだ理由を、次の絵を参考にして、イギリスの立場で答えなさい。



（5）年表中 C のあと、日本国内では暴動や民衆運動が激しくなった。

その理由を次の絵を参考にして答えなさい。

（6）年表中の D の出来事の中心人物を答えなさい。

（7）（6）の人物が唱えた、「民族・民権・民生」を重んじる考え方を何と呼ぶか。



15　次の文章を読んで、下の各問いに答えなさい。

（1）文章中の（　あ　）、（　い　）に当てはまる語句を答えなさい。

（2）文章中の下線部 a, b の条約について、次の資料は、a , b の条約の部分の要約である。

これを見て、下の各問いに答えなさい。

① a、b の条約名をそれぞれ答えなさい。

② b の条約が「不平等条約」とよばれているのはなぜか。簡単に説明しなさい。

（3）下線部 c について、日本から最大の輸出品を答えなさい。

（4）下線部 d について、薩摩・長州両藩がこのように方針を変更した理由を簡単に説明しなさい。

（5）下線部 e の成立を仲立ちした人物を、次のア～エから一人選び記号で答えなさい。

ア：　吉田松陰　　イ：　坂本龍馬　　ウ：　大隈重信　　エ：　橋本佐内



16　次の文章を読んで、下の各問いに答えなさい。

（1）文章中の下線部 a について、次の各問いに答えなさい。

　①封建的な身分制度を廃止した政府のねらいとして適切なものを、次のア～エから一つ選び記

号で答えなさい。

　　ア：　武士から特権をうばうため　　　　　　イ：　農民から特権をうばうため

　　ウ：　町人から特権をうばうため　　　　　　エ：　公家から特権をうばうため

　② 1869 年に、各藩の藩主が土地と人民を政府に返還したできごとをなんというか。

　③　②のあと、廃藩置県が行われた理由を、簡単に説明しなさい。

（2）文章中の下線部 b について、次の各問いに答えなさい。

　①当時の日本がかかえていた、欧米諸国との外交上の問題について、簡単に説明しなさい。

　②富国強兵政策の説明として、誤っているものを次のア～ウから一つ選び記号で答えなさい。

ア：　国家財政を安定させるため、国民に近代的な土地所有を認めたうえで、地租改正を実施し　

　　　た。

イ：　近代的な軍隊をつくるため、満 20 歳に達した士族を集め、ヨーロッパの軍隊を手本とした軍

　　　隊を編成した。

ウ：　近代化を効果的に進め、国民の知識水準をたかめるため、学生を公布し、6 歳以上の男女

　　　すべてが小学校教育を受けることとした。



（3）文章中の下線部 c について、この政策のもとで 1872 年に建設された、下の模範工場を何とい

うか。

（4）文章中の下線部 d について、次の各問いに答えなさい。

①下の地図中の A の地域で、日本の領土を固定させるために、ロシアとの間に結ばれた条約の

名称を答えなさい。

②下の地図中の B の地域は 1879 年に「沖縄県」として日本に組み込まれた地域である。

日本に組み込まれるまでは、何という国であったか。国名を答えなさい。

（5）文章中の下線部 e について、この状況をなんというか。漢字 4 字で答えなさい。



１７　次の年表をみて、下の各問いに答えなさい。

（1）年表中の（　あ　）、（　い　）に当てはまる語句を答えなさい。

（2）政府が国会の解説を約束するきっかけとなった出来事を、年表中の下線部 a～c から一つ選

んで記号で答えなさい。

（3）下線部 d の憲法を作成する際には、ある国の憲法が手本とされた。その国を年表中の下線部

A~C から一つ選んで記号で答えなさい。

（4）次の文章が説明している出来事は、年表中の下線部 e、f のどちらの後におこったか。記号で

答えなさい。

ロシア、ドイツ、フランスが、日本が獲得したリャオトン半島を返還するようにせまった。

（5）年表中の下線部 g のできごとがおこった原因について、簡単に説明しなさい。

ア：　日露戦争がおこる　　　　　　　　　　イ；　韓国を併合する

ウ：　朝鮮が国号を大韓帝国に改める　エ：日英同盟を結ぶ



18　次の文章を読んで、下の各問いに答えなさい。

（1）文章中の（　あ　）に当てはまる語句を答えなさい。

（2）文章中の下線部 a について、次の各問いに答えなさい。

　　①この製鉄所の名称を答えなさい。

　

　　②この製鉄所が現在の福岡県に建設された理由を簡単に説明しなさい。

（3）文章中の下線部 b について、このような資本家をなんというか。漢字 2 字で答えなさい。

（4）文章中の下線部 c について、この時期の文化の近代化の課題について、簡単に説明しなさい。

（5）文章中の下線部 d について、次の各問いに答えなさい。

　　①西洋文明と本区的に取り組んだ日本の知識人の生き方を描き、「舞姫」などの作品を発表し

　　　た人物を答えなさい。

　　②フランスに留学し、印象派の明るい画風を日本に紹介した人物を答えなさい。



19　次の文章を読んで、（　①　）～（　⑥　）にあてはまる語句を

答えなさい。

20 次の模式図をみて、下の各問いに答えなさい。

（1）上の模式図は、18~19 世紀にかけてのイギリスを中心とした貿易を表している。このような貿易

を何というか。

（2）模式図中の A は、イギリスが中国に密輸したものである。この密輸をきびしく取り締まったこと

から、イギリスと中国の間に戦争がおこった。この戦争を何というか。

（3）イギリスの支配に苦しむインドでも、インド兵がイギリス人上官に対する反乱をおこし、各地に反

乱が広がった。この反乱をなんというか。



21　1853 年のできごとをあらわした、次の資料 A、B をみて、下の

各問いに答えなさい。

資料 A

泰平の　眠りをさます　上喜撰

　　たった四はいで　夜もねむれず

資料 B

（1）資料 A 中の「泰平」とは、日本のどの時代を表しているか。

（2）資料 A 中の「上喜撰」とは、上質のお茶のことであるが、ここでは何を指しているか。

資料 B を参考に、漢字 2 字で答えなさい。

（3）資料 B 中の艦隊を率いてきた、アメリカ東インド艦隊司令長官はだれか。

（4）1854 年に、幕府はアメリカとの間に、アメリカ船に食料や水などを供給することを認める条約を

結ぶが、この条約名を答えなさい。



22　次の文章を読んで、下の各問いに答えなさい。

（1）文章中の下線部 a の人物名を答えなさい。

（2）文章中の下線部 b の条約名を答えなさい。

（3）文章中の下線部 b の条約は不平等条約と呼ばれているが、不平等だった点を 2 点答えなさ

い。

（4）文章中の下線部 c のような考え方をなんというか。漢字 2 字で答えなさい。

（5）文章中の下線部 d をなんというか。漢字 4 字で答えなさい。

23 次の資料を読んで、下の各問いに答えなさい。

（1）この資料の名称を答えなさい。

（2）この資料に示されている内容として、間違っているものを、次のア～エから一つ選んで、記号

で答えなさい。

　ア：　開国和親　　　　　　　イ：　江戸を東京に改める

　ウ：　公義世論の尊重　 　エ：　天皇の政治をさかんにする

（3）この資料が出されたころの、日本を近代国家にするための改革と、それにともなう社会の変化

を何というか。

（4）（3）の改革の中で、税制について行われた改革を何というか。漢字 4 字で答えなさ



23　条約改正についての次の文章を読んで、下の各問いに答え

なさい。

（1）文章中の（　①　）に当てはまる人物名を答えなさい。

（2）文章中の下線部 a の主張をなんというか。漢字 3 字で答えなさい。

（3）文章中の下線部 b の事件の名称を答えなさい。

（4）文章中の下線部 c について、下線部 b の事件によって、条約のどのような内容を改正する声

が高まったか答えなさい。

（5）文章中の下線部 d について、日英通商航海条約で一部が回復され、1911 年に完全に回復し

た条約の内容を答えなさい。



24　18 世紀から 19 世紀にかけての世界と日本について、次の各

問いに答えなさい。

（1）北アメリカのイギリス植民地に移住した人々が信じていた考え方を漢字 5 字で答えなさい。

（2）（1）の考えをもとにして、イギリスから独立を目指す人々が、1776 年に発表したものは何か答え

　　なさい。

（3）下の資料は、フランス革命直前のフランスの身分を表している。資料中の A～C はそれぞれど

　　のような身分を表しているか。

（4）下の資料の時期のフランス国内の社会状況について、簡単に説明しなさい。

（5）18 世紀のイギリスでは、鉄道が広まり、製鉄・機械などの産業が発達し、人々の生活は大きく

　　変わった。このような産業と社会の変化をなんというか。漢字 4 字で答えなさい。

（6）（5）の社会の変化の中で、生産のもとでを持つものが労働者をやとって生産する仕組みが広

　　がった。このような経済の仕組みをなんというか。漢字 4 字で答えなさい。

（7）1861 年にはじまった、アメリカ国内の内戦の名称を答えなさい。

（8）1840 年にはじまり、イギリスが中国（清）を屈服させた戦争を何というか。

（9）（8）の戦争の結果、イギリスが清から手に入れた場所を答えなさい。

（10）下のグラフは、イギリスとインドのある工業製品の輸出を表したものである。なんの輸出を表し

　　　ているか答えなさい。

（11）1858 年に、日本がアメリカとの間で結び、日本での貿易を許可した条約を答えなさい。

（12）（11）の条約は、不平等条約といわれている。この条約で、日本にとって不平等であった点を

　　　2 点答えなさい。



（13）日本が開国した結果、外国人を排斥する動きが高まったが、この動きを何というか。

　　　漢字 2 字で答えなさい。

（14）土佐藩出身で、薩長同盟の仲立ちをした人物を答えなさい。

（15）1867 年に、幕府の将軍徳川慶喜が政権を朝廷に返上した出来事をなんというか。

　　　漢字 4 字で答えなさい。

25　明治時代の日本について、次の各問いに答えなさい。

（1）次の A～C の文章を読んで、下の各問いに答えなさい。

　　A　政府は 1871 年に藩を廃止して、県を置いた。

　　B　政府は、国民に近代的な土地の所有権を認めたうえで、地券を発行し、

　　　　地価の（　あ　）％の税を、土地の所有者に（　い　）でおさめさせた。

　　　　税率は、1877 年に（　う　）％に引き下げた。

　　C　1872 年以降、6 歳以上の男女すべてが小学校教育を受けるようにした。

①　文章 A の政策をなんというか。漢字 4 字で答えなさい。

②　文章 B の政策をなんというか。漢字 4 字で答えなさい。

③　文章 B の（　あ　）～（　う　）にあてはまる語句を答えなさい。

④　文章 C のために政府が公布したものはなにか答えなさい。

（2）欧米の文化がさかんに取り入れられた結果、伝統的な生活が変化し始めた。この変化をなん

　　というか。漢字 4 字で答えなさい。

（3）「学問ノススメ」をあらわし、人間の平等と民主主義をわかりやすい表現で説いた人物を答えな

　　さい。

（4）明治政府の外交について、次の A、B の文章中の（　あ　）、（　い　）にあてはまる語句を答え

　　なさい。

　　A　1875 年に、ロシアと樺太・（　あ　）交換条約を結んだ。

　　B　清とは、1871 年に対等な立場で（　い　）条約を結んだ。

（5）1874 年、板垣退助らが、民撰議院設立の建白書を左院に提出したが、板垣らはこの建白書

　　で何を求めたか。簡単に説明しなさい。　

（6）自由民権運動の影響と結果について述べた次のア～ウの文章の中から、間違っているものを

一つ選び、記号で答えなさい。

ア：　普通選挙や女性の参政権を求める動きが広まった。

イ：　1881 年には、伊藤博文らが 10 年後の国会を開くことを約束した。

ウ：　東日本の各地で、民権派が関係した激化事件がおこり、民権運動が停滞した。



（7）次の資料は、大日本帝国憲法の条文の一部である。これを読み、大日本帝国憲法における

天皇の地位について、簡単に説明しなさい。

（ ⃣8）衆議院議員の選挙権が与えられたのはどのような国民か。税・年齢・性別の面に触れながら説

　　明しなさい。

26　次の年表をみて、下の各問いに答えなさい。

（1）年表中の（　①　）～（　④　）に当てはまる語句を、下の各文章を参考にして答えなさい。

①　この国は、朝鮮の支配権を主張して日本と対立した。

②　ロシアが、ドイツ、フランスとともに日本に領土の返還を勧告した。

③　ロシアの南下に対抗するために結ばれた。

④　皇帝の専制支配をたおして、民族の独立と近代国家の建設を目指す運動

（2）年表中の A について、この戦争の講和条約の名称を答えなさい。

（3）年表中の A の戦争のあと、重化学工業を発展させるために、九州に建設された官営の製鉄所

を答えなさい。

（4）年表中の B について、これを受け入れて、日本んが返還した半島を、下の地図から選び記号

で答えなさい。



（5）年表中の C について、次のア～ウの説明文から、正しいものを一つ選び記号で答えなさい。

ア：　朝鮮で起きた、甲午農民戦争をきっかけに始まった。

イ：　ロシアは日本に賠償金 2 億テールを支払うことになった。

ウ：　戦争による犠牲の大きさに比べ、日本が得た権益が少なかった。

（6）年表中の C の戦争は、両国とも継続が困難だったために、1905 年に講和条約が結ばれた。

戦争の継続が困難になった両国の理由を簡単に説明しなさい。

（7）年表中の D の運動の中心人物を答えなさい。また、この人物が唱えた、運動の指導理念を答

えなさい。


