
【FdData中間期末：中学歴史江戸時代】 
 [倒幕] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[薩長同盟] 
[問題](2学期中間) 
薩摩藩と長州藩は，

幕府を倒すことを目

的に，1866年に薩長

同盟を結んだが，こ

の仲立ちを行った土

佐藩出身の右の人物

は誰か。 
 
[解答]坂本龍馬 
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[解説] 
 
 
 
 
 
外国艦隊の砲撃を受け，

敗北を経験した長州藩
ちょうしゅうはん

と薩摩
さ つ ま

藩は，攘夷
じょうい

が不可

能なことをさとった。 
さらに，この強力な

欧米
おうべい

列強
れっきょう

の植民地に

なることをまぬかれ，

独立を保っていくた

めには，幕府を倒して

強い統一国家を作るしかないという結論

に達した。 



1866年に，土佐藩出身の坂本龍馬
さかもとりょうま

らの仲

立ちで，薩摩藩と長州藩は薩長
さっちょう

同盟
どうめい

を結

び，薩摩藩の西郷
さいごう

隆盛
たかもり

と大久保
お お く ぼ

利通
としみち

，長

州藩の桂
かつら

小五郎
こ ご ろ う

(のちに木戸孝允
き ど た か よ し

)を中

心に，倒幕
とうばく

へとむかっていった。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「坂本龍馬」「薩長同盟」である。「薩摩

藩」「長州藩」もよく出題される。 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 尊王攘夷運動が高まる中，幕府を倒

す中心となった藩を2つ答えよ。 
(2) (1)の2つの藩が同盟を結ぶ仲立ちを

した，土佐藩出身の人物の名前を答

えよ。 
(3) (2)の同盟を何というか。 
 
[解答](1) 薩摩藩，長州藩 (2) 坂本龍馬 
(3) 薩長同盟 
 
 



[問題](前期期末) 
A さんは，薩長同

盟についてインター

ネットを使って調べ

た。すると，この同

盟は，右の人物が仲

立ちとなって結成さ

れたことがわかった。 
(1) この人物の①名前と，②出身藩を書

け。 
(2) 薩長同盟の目的を簡潔に答えよ。 
(3) 薩長とは，薩摩藩と長州藩をさすが，

それぞれの藩で幕末に活躍していた

人物名を1人ずつ書け。 
 



[解答](1)① 坂本龍馬 ② 土佐藩 
(2) 幕府を倒すこと。 
(3)薩摩：西郷隆盛(大久保利通) 長州：

桂小五郎(木戸孝允)  
 
 
[問題](1学期中間) 
右の地図で倒幕の中心となった藩を a

～eから 
2つ選び，その藩名も漢字で答えよ。 
 
 
 
 
 
 
[解答]d・長州藩，e・薩摩藩 



[大政奉還と王政復古] 
[問題](3学期) 

1867年になると，図のように「ええじ

ゃないか」と熱狂して歌い踊るさわぎが

起こった。このような情勢のなか，第15
代将軍の徳川慶喜は，政権を天皇に返す

ことを申し出た。これを何というか。 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]大政奉還 



[解説] 
 
 
 
 
 
1866年に，幕府は，第二次長州

ちょうしゅう

征伐
せいばつ

を

行ったが，各地で破れた。このころ，全

国で世直しを期待して一揆
い っ き

が起こり，

1867年には，「ええじゃないか」といっ

て人々が熱狂するさわぎが，各地で流行

した。1867年，薩摩藩と長州藩が武力で

幕府を倒す計画を進めているとき，第15
代将軍の徳川慶喜

よしのぶ

は，京都の二条
にじょう

城
じょう

で，

政権を朝廷に返すことを伝えた。これを

大政
たいせい

奉還
ほうかん

という。慶喜は，天皇のもとに

大名の会議を作り，自分は議長として政



治の実権を持ち続けようと考えていた。

これに対し，朝廷は王政
おうせい

復古
ふ っ こ

の大号令
だいごうれい

を

発表して新政府の成立を宣言し，幕府の

領地を取り上げ，天皇が直接政治を行う

ことを決めた。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「大政奉還」「徳川慶喜」である。「王政

復古の大号令」「ええじゃないか」もよく

出題される。 
 
 



[問題](3学期) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
薩摩藩と長州藩が武力で幕府を倒す計

画を進めているとき，第 15 代将軍の

( ① )は，政権を朝廷に返すことを申

し出た。これを( ② )という。これに

対し，朝廷は( ③ )を発表して新政府

の成立を宣言し，幕府の領地を取り上げ，

天皇が直接政治を行うことを決めた。 
 
[解答]① 徳川慶喜 ② 大政奉還 
③ 王政復古の大号令 
 



[問題](3学期) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 1867年，幕府は朝廷に政権を返した

が，このできごとを何というか。 
(2) (1)を行った幕府の将軍は誰か。 
(3) (1)の舞台となった城を次の[  ]か

ら選べ。 
[ 江戸城 小田城 二条城 
 大阪城 ] 

(4) (1)のころ，各地で次の資料のような

さわぎが流行した。これを何という

か。 
 
 
 
 
 



(5) (1)に対し，西郷隆盛や岩倉具視らは，

朝廷を動かして，天皇の政治にもど

すことを宣言した。このことを何と

いうか。 
 
[解答](1) 大政奉還 (2) 徳川慶喜 
(3) 二条城 (4) ええじゃないか 
(5) 王政復古の大号令 
 
 
[戊辰戦争] 
[問題](3学期) 

1868 年 1 月に起こった鳥羽・伏見の

戦いを皮切りに，翌年の5月まで各地で

起こった新政府軍と旧幕府軍との内戦を

何というか。 
 



[解答]戊辰戦争 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
朝廷は王政

おうせい

復古
ふ っ こ

の大号令
だいごうれい

を発表して新政

府の成立を宣言し，幕府の領地を取り上

げ，天皇が直接政治を行うことを決めた。

これを不満とした旧幕府軍は，1868年1
月，新政府軍と戦争を起こしたが，京都

近郊の鳥羽
と ば

・伏見
ふ し み

の戦いで敗れた。 
新政府は，軍を東にすすめ，江戸城を明

け渡させた(新政府軍の西郷
さいごう

隆盛
たかもり

と旧幕



府の勝海舟
かつかいしゅう

の会談で決まった)。 
ついで，会津若松

あ いづ わかま つ

など東北地方で戦い，

最後に北海道函館
はこだて

の五稜郭
ごりょうかく

にたてこもっ

た幕府軍を打ち破った。鳥羽・伏見から

函館にいたるこの戦いを戊辰
ぼ し ん

戦争という。 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「戊辰戦争」である。 
 
[問題](3学期) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
旧幕府軍と新政府軍は京都近郊の

( ① )で戦闘を開始し，( ② )戦争が

起こった。戦いは翌年まで続き，北海道

の( ③ )の五稜郭で新政府軍の勝利に

終わった。 
 
[解答]① 鳥羽・伏見 ② 戊辰 ③ 函館 



[問題](1学期期末) 
 新政府軍と旧幕府軍の戦いについて，

次の各問いに答えよ。 
(1) この戦いを何と呼ぶか。 
(2) この戦いはどこで始まったか。 
(3) 江戸城の無血開城は，①新政府軍の

誰と，②旧幕府方の誰の会談で決ま

ったか。 
(4) 旧幕府軍は最後にどこで降伏したの

か。①その地名を答えよ。②また，

幕府軍が立てこもった城郭は何か。 
 
[解答](1) 戊辰戦争 (2) 鳥羽・伏見 
(3)① 西郷隆盛 ② 勝海舟 
(4)① 函館 ② 五稜郭 
 
 



[問題](1学期期末) 
戊辰戦争中の次の[  ]のできごとを

時代の古い順に並びかえよ。 
[ 五稜郭の戦い 会津の戦い 
 鳥羽・伏見の戦い 江戸城無血開城 ] 
 
[解答]鳥羽・伏見の戦い→江戸城無血開

城→会津の戦い→五稜郭の戦い 
 
 



【各ファイルへのリンク】 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
 [古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 
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