
【FdData中間期末：中学歴史】 
 [アメリカ独立戦争] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[問題](後期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
北アメリカのイギリスの植民地は，本

国のイギリスが課した新しい税に抗議し，

1775 年にイギリスからの独立を求めて

( ① )戦争を起こし，1776 年に(①)宣
言を発表した。(①)戦争のときの総司令

官の( ② )は，アメリカ合衆国の初代

大統領になった。 
 
[解答]① 独立 ② ワシントン 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
北アメリカには 17 世紀初めころからイ

ギリス人が渡ってきて，18世紀中頃には

13 の植民地
しょくみんち

を作った。。イギリスは，フ

ランスとの戦争の費

用が財政を圧迫した

ために，新税を植民地

にかけたが，植民地側

は「代表なくして課税

なし」と唱えて反対運



動を始めた(植民地の人々が本国の議会

に代表を送ることは認められていなかっ

た)。イギリスがこれを弾圧
だんあつ

したために，

植民地の人々は，ボストン茶会事件をき

っかけに 1775 年にワシントンを

総司令官
そ うし れいか ん

として独立
どくりつ

戦争
せんそう

をおこした。 
1776年には，「我々は以下のことを自明

じ め い

の真理
し ん り

であると信じる。人間はみな平等

に創られ，ゆずりわたすことのできない

権利を神によってあたえられていること，

その中には，生命，自由，幸福の追求が

ふくまれていること，である。」という

独立
どくりつ

宣言
せんげん

を出した。(ひとつ名なろう

(1776)と独立宣言) 
アメリカはフランスなどの支援を受けて

独立戦争に勝ち，人民
じんみん

主権
しゅけん

，連邦制
れんぽうせい

，三権
さんけん

分立
ぶんりつ

を柱とする合衆国憲法を定め，初代



大統領に独立戦争の司令官だったワシン

トンを選んだ。こうして世界初の大統領

制が生まれたが，独立直後のアメリカは，

まだ奴隷制
ど れ い せ い

が続いて

おり，大陸東部の13
州だけを領土とする

国であった。(最初の

アメリカの国旗(右図)は，星も紅白のし

まも，13の州を表していた。) 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「独立宣言」「ワシントン」である。「イ

ギリスの植民地」「独立戦争」もよく出題

される。 
 
 



[問題](1学期中間) 
次の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
(1) 図はボストン茶会事件の様子で，こ

れをきっかけとして独立戦争が起こ

った。どこの国からの独立を求めた

か。 
(2) アメリカ独立戦争のときに植民地の

人々を指導し，後に初代大統領にな

った人物は誰か。 
(3) アメリカ独立戦争中，「すべての人間

は平等であり･･･」から始まる宣言が

出された。これを何というか。 



[解答](1) イギリス (2) ワシントン 
(3) 独立宣言 
 
 
[問題](2学期中間) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
北アメリカの植民地は，本国である

( ① )が新しい税を課したことに対し，

1775 年に(①)からの独立を求めて

( ② )戦争を起こし，1776 年に

( ③ )を発表した。この戦いに勝った

アメリカは，人民主権，連邦制，三権分

立を柱とする合衆国憲法を定め，初代大

統領に( ④ )を選んだ。 
 
[解答]① イギリス ② 独立 
③ 独立宣言 ④ ワシントン 



[問題](3学期) 
北アメリカに移住した人々は，a 本国

による新しい b 税と弾圧に抗議して， 
1775年に独立戦争をおこした。次の各問

いに答えよ。 
(1) 下線部aの「本国」とはどこか。 
(2) 下線部bについて，1773年に起こっ

た，新しい茶税に反対して茶を海に

投げ捨てた事件を何というか。 
(3) 独立戦争を指揮し，後にアメリカ合

衆国の初代大統領になった人物は誰

か。 
(4) 独立戦争のとき，アメリカを援助し

た国はどこか。 
(5) 独立宣言を発表したのは何年か。 



(6) 独立戦争に勝ったアメリカは，人民

主権，連邦制，三権分立を柱とする

民主的な憲法を定めた。この憲法を

何というか。 
(7) 独立時の州の数はいくつであったか。 
 
[解答](1) イギリス (2) ボストン茶会

事件 (3) ワシントン (4) フランス 

(5) 1776年 (6) 合衆国憲法 (7) 13州 
 



[問題](2学期期末) 
次の文章中の①～⑨にあてはまる語句

を下の[  ]からそれぞれ選べ。 
北アメリカには 17 世紀初めころから

( ① )が渡ってきて，( ② )の土地を

奪い，( ③ )から連れてきた黒人を

( ④ )として使って，たばこや綿花を

栽培した。そして18世紀中頃には13の

植民地を作った。イギリスはアメリカの

13の植民地に対し，自国の貿易の利益を

守るために，植民地と他国との貿易を

( ⑤ )し，植民地に( ⑥ )を課した。

このため本国の議会に( ⑦ )を送る権

利がなかった植民地の人々は，( ⑧ )
を求めて立ち上がり，1776年，( ⑨ )
を発表した。フランスの応援もあり，独

立戦争に勝利した人々はアメリカ合衆国

を建国した。 



[ 重税 イギリス人 独立宣言 先住民 
 独立 アフリカ 制限 奴隷 代表 ] 
 
[解答]① イギリス人 ② 先住民 
③ アフリカ ④ 奴隷 ⑤ 制限 
⑥ 重税 ⑦ 代表 ⑧ 独立 
⑨ 独立宣言 



[問題](前期中間) 
アメリカの独立についてまとめた次の

文章を読んで，後の各問いに答えよ。 
北アメリカの( ① )植民地に移住し

た人々は，白人中心の社会をつくり上げ

ていった。かれらは社会契約説を信じ，

(①)本国による新しい税と弾圧に抗議し

て，1775年に( ② )戦争を起こし1776
年に(②)宣言を発表し，(①)から独立して

誕生した。その後アメリカは，( ③ )・
連邦制・三権分立を柱とする民主的な合

衆国憲法を定めた。 
(1) 上の文中の①～③にあてはまる国

名・語句を書け。 
(2) 右は独立の時

のアメリカの

国旗である。

星と紅白のしまは何を表しているか。 



[解答](1)① イギリス ② 独立 
③ 人民主権 (2) 独立したときの 13 の

州。 
 
 
[問題](2学期期末) 
次の資料は，アメリカの独立宣言の一

部である。①，②にあてはまる語句を漢

字2字でそれぞれ書け。 
我々は以下のことを真理であると信じ

る。すべての人は( ① )につくられ，

神によって，生まれながらの権利を与え

られていること。その中には，生命，

( ② )，幸福の追求が含まれているこ

と。･･･ 
 
[解答]① 平等 ② 自由 



[解説] 
独立宣言は，「我々は以下のことを真理で

あると信じる。すべての人は平等につく

られ，神によって，生まれながらの権利

を与えられていること。その中には，生

命，自由，幸福の追求が含まれているこ

と。」と自由や平等などの人権の重要性を

説いている。そして，「これらの権利を守

るため人々の間に政府がつくられる。」と

している。これは，社会
しゃかい

契約説
けいやくせつ

の考え方

である。社会契約説とは，社会はそもそ

も個人の契約で成り立っているという説

で，権力者ははじめから権力を持ってい

たのではなく，人々の委託
い た く

により権力を

にぎれるようになったとする。したがっ

て，権力者が人々の意に反する行動を起

こした場合，委託は取り消され，権力が



なくなるとしている。独立宣言は，「政府

のもつ正当な権力は，人々の同意にもと

づく。この目的に有害であれば，どんな

かたちの政府でも，これを変えたり廃止

したりして新しい政府をつくることは，

人民の権利である。」と述べ，人々には

抵抗権
ていこうけん

があるとしている。 
 
 



[問題](後期中間) 
 次の文章をよんで後の各問いに答えよ。 
人は創造者によって，譲れない権利を

与えられている･･･ a これらの権利を

守るため人々の間に政府がつくられる。

政府のもつ正当な権力は，人々の同意に

もとづく。 
b この目的に有害であれば，どんなかた

ちの政府でも，これを変えたり廃止した

りして新しい政府をつくることは，人民

の権利である。 
(1) 上の資料は，1776年に北アメリカ大

陸で出された宣言である。これを何

というか。 
(2) 下線部aのような，「政府は国民の間

の契約によって成り立つ」という考

え方を何説というか。 



(3) 下線部 b のような「国民が圧政に抵

抗する権利」を漢字3字で答えよ。 
 
[解答](1) 独立宣言 (2) 社会契約説 
(3) 抵抗権 
 



【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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