【】明治維新
【】新政府の成立
[五箇条の御誓文]
[解答 1]五箇条の御誓文
[解答 2]① 会議

② 公論

[解答 3]① 世論を大切にして政治を進めること。
[解答 4]① 東京

② 明治

② 外国に学んで国を発展させること。

③ 明治維新

[版籍奉還・廃藩置県]
[解答 5]版籍奉還
[解答 6]藩が支配していた土地と人民を朝廷に返させたこと。
[解答 7]① 中央集権

② 県令

③ 廃藩置県

[解答 8]中央集権国家をつくること。
[解答 9]ア
[解答 10]江戸時代の藩は大名がそれぞれ独自に治めていたが，廃藩置県によって置かれた府
県は中央から派遣された役人が治めるようになった。
[解答 11]ア
[解答 12]ウ
[身分制度の廃止]
[解答 13](1) 平民

(2) 解放令

[解答 14]エ
【】明治維新の三大改革
[富国強兵]
[解答 15]富国強兵
[解答 16]イ
[学制の公布]
[解答 17]① 6

② 学制

[解答 18](1) 学制

(2) 学校の授業料が負担であったため。

[解答 19]イ
[解答 20]エ
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[徴兵令]
[解答 21]徴兵令
[解答 22]男子に対して兵役を義務づけた
[解答 23]イ
[地租改正]
[解答 24]地租改正
[解答 25]① 地券

②3

③ 現金

[解答 26]エ，オ
[解答 27](課税の基準は)収穫高から地価に変更され (納めるものは)収穫物(米)から現金に変
更された。
[解答 28]国家の財政を安定させるために，税として納めるものを米から現金に変えた。
[解答 29]イ
[解答 30]ウ
[解答 31]エ
[解答 32]政府の急激な改革に対し，各地で士族の反乱や地租改正反対の農民一揆がおこった。
【】殖産興業と文明開化
[殖産興業]
[解答 33]殖産興業
[解答 34]① 富岡

② 生糸

[解答 35](1) 官営模範工場 (2) ア
[解答 36]官営模範工場をつくるなどして近代産業の育成をめざした。
[解答 37]製糸業(紡績業)
[解答 38]① 横浜

② エ

[文明開化]
[解答 39]文明開化
[解答 40]イ
[解答 41]エ
[新しい思想]
[解答 42]① 学問のすゝめ
[解答 43]① 文明開化

② 福沢諭吉

② 中江兆民

③ 自由民権運動
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【】国際関係・国境と領土の確定
[岩倉使節団]
[解答 44]岩倉使節団
[解答 45]岩倉具視
[解答 46]A 岩倉具視

B 伊藤博文

[解答 47]エ
[解答 48]不平等条約を改正すること
[解答 49]日本に関税自主権がなかったこと。
[解答 50](1) 日米修好通商条約 (2) 欧米の政治や産業を視察すること。
[解答 51]イギリス
[解答 52]津田梅子
[解答 53]西郷隆盛
[解答 54]エ
[日清修好条規]
[解答 55]日清修好条規
[征韓論]
[解答 56]征韓論
[解答 57]大久保利通
[解答 58]X 大久保利通

Y 西郷隆盛

Z 板垣退助

[解答 59]板垣退助は自由民権運動を始め，西郷隆盛は西南戦争をおこした。
[江華島事件・日朝修好条規]
[解答 60]江華島事件
[解答 61]① 江華島

② 日朝修好

[解答 62]b
[樺太・千島交換条約]
[解答 63]樺太・千島交換条約
[解答 64]B
[琉球処分]
[解答 65]琉球処分
[解答 66]清
[解答 67]イ
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[北海道の開拓]
[解答 68]屯田兵
[解答 69]開拓使
【】自由民権運動・国会開設
【】自由民権運動・士族の反乱
[自由民権運動の始まり]
[解答 70]① 板垣退助

② 自由民権

[解答 71]① 民撰議院

② 立志

[解答 72]政府の政治を専制政治であると批判し，議会を開いて国民が政治に参加できるよう
にすべきだと主張した。
[士族の反乱]
[解答 73]西南戦争
[解答 74]① 西郷隆盛

② 西南戦争

[解答 75]士族
[解答 76]e
[解答 77]身分的な特権をうばわれたことへの不満をもっていた。
[解答 78]① 自由民権

② 西南戦争

[高まる自由民権運動]
[解答 79]国会期成
[解答 80]政府への武力による抵抗にかわり，言論による批判が中心となり
[解答 81]ウ
[解答 82](1) 国会開設

(2) 自由民権運動

[国会開設の勅諭と政党の結成]
[解答 83]エ
[解答 84]大隈重信
[解答 85]① 自由

② 立憲改進

[解答 86]秩父
[解答 87]エ→イ→ア→ウ
[解答 88]ア
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【】立憲制国家の成立
[憲法の準備]
[解答 89]① 伊藤博文

② ドイツ(プロイセン)

[解答 90]イ
[解答 91]ドイツ憲法は君主権が強い憲法であったため。
[内閣制度]
[解答 92]伊藤博文
[解答 93]① 内閣

② 伊藤博文

[大日本帝国憲法の発布]
[解答 94]大日本帝国
[解答 95]天皇
[解答 96]大日本帝国憲法は天皇を主権者としているのに対し，日本国憲法は国民を主権者と
している。
[解答 97]イ
[解答 98]エ
[解答 99]ウ
[解答 100](1) 天皇

(2) ウ

[解答 101]法律の範囲内で認められていた。
[解答 102]b
[解答 103]イ
[帝国議会の開設]
[解答 104]貴族院
[解答 105]イ，ウ
[解答 106]憲法を制定し，議会を開いたこと。
[選挙資格]
[解答 107]エ
[解答 108]直接国税 15 円以上を納める満 25 歳以上の男子
[解答 109]1.1％
[解答 110]ア，衆議院
[解答 111]立憲政友会
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【】日清戦争・日露戦争
【】条約改正
[岩倉使節団～欧化政策]
[解答 112]① 鹿鳴館

② 欧化

[解答 113]不平等条約の改正を実現すること。
[ノルマントン号事件]
[解答 114]ノルマントン号事件
[解答 115]領事裁判権を認めていた。
[解答 116]日本国内で外国人が法を犯したときに，その国の領事が裁判を行う領事裁判権を
撤廃すること。
[領事裁判権の撤廃]
[解答 117]① 陸奥宗光

② 日英通商航海条約

[解答 118]ウ
[解答 119]領事裁判権が撤廃された。
[解答 120]① ロシア
[解答 121]① 清

② 関税自主権

② 領事裁判権

[解答 122]ロシアの南下に対抗するためには日本に接近するのが得策と考えたから。
[関税自主権の回復]
[解答 123]関税自主権
[解答 124]① 陸奥宗光

② 小村寿太郎

③ 関税自主権

[解答 125]ウ
[解答 126]ウ→ア→エ→イ
【】日清戦争と三国干渉
[朝鮮をめぐる情勢]
[解答 127](1) 日清戦争

(2) a 日本

b ロシア

[甲午農民戦争→日清戦争]
[解答 128]甲午農民戦争
[解答 129]① 清

② 甲午農民戦争

③ 日清
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c 清

[下関条約]
[解答 130]下関条約
[解答 131]エ
[解答 132]エ
[解答 133]ア，エ
[解答 134]① 日清

② 八幡

[三国干渉]
[解答 135]三国干渉
[解答 136]遼東半島を清に返還すること。
[解答 137](1) ロシア，フランス，ドイツ (2) 遼東半島，B
[解答 138]下関条約で獲得した遼東半島を三国干渉で返還させられたから。
[解答 139]三国干渉を受け入れた日本が，その返還勧告で中心的役割をはたしたロシアに対
抗できる軍事力をもつため。
[列強の中国分割]
[解答 140]① B

② E

[解答 141]欧米列強や日本が，中国を侵略しているようすを表している。
【】日露戦争
[義和団事件]
[解答 142](1) 義和団事件

(2) イ

(3) 扶清滅洋

[解答 143]エ
[解答 144]列強の中国分割に反発する排外運動がさかんになったため。
[日英同盟]
[解答 145]① ロシア

② 日英

[解答 146]イギリス
[解答 147]イギリスと日英同盟を結んだ。
[解答 148]X ロシア

Y フランス

Z

イギリス

[解答 149]イ→ア→ウ
[日露戦争]
[解答 150]日露戦争
[解答 151]① 与謝野晶子

② 内村鑑三
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[ポーツマス条約]
[解答 152]ポーツマス条約
[解答 153]① 樺太

② 満州

[解答 154](1) アメリカ

(2) イ

[解答 155]ウ
[解答 156]イ
[解答 157]賠償金
[解答 158]日比谷焼き打ち事件
[解答 159]日露戦争の講和条約であるポーツマス条約で，ロシアから賠償金を得ることがで
きなかったため。
【】韓国と中国
[韓国併合]
[解答 160]韓国
[解答 161](1) 韓国併合

(2) 朝鮮総督府

[解答 162]ア
[辛亥革命と中華民国の成立]
[解答 163]孫文
[解答 164]① 孫文

② 三民

[解答 165]① 辛亥革命

② 中華民国

[解答 166]イギリスの植民地であった。
【】産業・文化
【】日本の産業革命
[紡績・製糸業の発達]
[解答 167]産業革命
[解答 168](1) 生糸

(2) 1885 年には綿糸を輸入していたが，1899 年には綿花を輸入し，綿

糸を輸出していることから，紡績業が発達したことがわかる。
[解答 169](1) 生糸

(2) 輸入した綿花を原料として，工場で綿糸を大量生産できるようにな

ったから。
[八幡製鉄所など]
[解答 170](1) 八幡製鉄所

(2) エ

[解答 171]ア，エ
[解答 172]① 軽工業

② 重工業
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[解答 173]生糸に代表される軽工業が発達し，後に，重工業が発達した。
[解答 174]造船業
[解答 175]財閥
[労働問題]
[解答 176]繊維
[解答 177]休憩時間が短く，労働時間が長すぎること。
[解答 178]ア
[公害問題など]
[解答 179]田中正造
[解答 180]足尾銅山
[解答 181]ウ
[解答 182]大逆事件
【】明治時代の文化
[美術・音楽]
[解答 183]黒田清輝
[解答 184](1) 黒田清輝

(2) 岡倉天心

(3) 滝廉太郎

[解答 185]フェノロサ
[文学]
[解答 186]夏目漱石
[解答 187]① 樋口一葉
[解答 188]A：イ，c

② 森鷗外

B：ウ，a

③ 二葉亭四迷

C：オ，e

D：エ，b

[解答 189]イ
[医学・科学]
[解答 190]野口英世
[解答 191]北里柴三郎
[解答 192]ウ
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