
【FdData中間期末：中学歴史：明治】 
 [五箇条の御誓文] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[問題](1学期期末) 
 1868年(明治元年)，天皇が神にちかう

という形で，次のような新しい政治の方

針が定められた。これを何というか。 
一 広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スベシ 
一 智識ヲ世界ニ求メ，大ニ皇基ヲ振起

スベシ 
 
[解答]五箇条の御誓文 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_re4_1_meiji1.pdf
http://www.fdtext.com/dat/pdf_re4_1_meiji1.pdf


[解説] 
 
 
 
 
 
 
新政府は，日本を近代国家にするために，

さまざまな改革を進めた。こうした改革

と，それにともなう社会の動きを明治
め い じ

維新
い し ん

という。 

新政府はまず，1868年(明治元年)，天皇

が神にちかう形で五
ご

箇条
かじょう

の御誓文
ご せ い も ん

を出し

た。(人は狼狽
ろうばい

(1868)御誓文) 
その内容は，「広ク会議ヲ興

おこ

シ万機
ば ん き

公論
こうろん

ニ

決スベシ」(世論を大切にして，話し合い

で政治をすすめる)，「智識
ち し き

ヲ世界ニ求メ，



E大 E

おおい

AニA E皇基E

こ う き

AヲA E振起E

し ん き

Aスベシ」(外国と広く交

際し，文化を取り入れる)などである。 
続いて，江戸を東京とA E改称 E

かいしょう

Aし年号をAE慶応E

けいおう

Aから明治に改め，翌年東京を新しい首都

にした。 

 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「五箇条の御誓文」である。「会議」「明

治維新」「東京」もしばしば出題される。 
 



[問題](1学期期末) 
次の資料は，天皇が神にちかう形で出

されたものである。後の各問いに答えよ。 
一 広ク(  )ヲ興シ万機公論ニ決スベ

シ 
ー 上下心ヲ一ツニシテ盛ニ経綸ヲ行フ

ベシ 
一 旧来ノ陋習ヲ破リ，天地ノ公道二基

クベシ 
(1) 何と呼ばれる宣言か。 
(2) 文中(  )に適する語句を書け。 
(3) 江戸時代の幕藩体制の国家から近代

国家へと移る際の，政治，経済，社

会の変革を何というか。 
 
[解答](1) 五箇条の御誓文 (2) 会議 
(3) 明治維新 



[問題](2学期期末) 
次の資料を見て，後の各問いに答えよ。 

(資料) 
一 広ク( ① )ヲ興シ万機( ② )ニ

決スベシ 
一  上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行ウ

ベシ 
一 官武一途庶民ニ至ル迄，各其志ヲ遂

ゲ，人心ヲシテ倦マザラシメンコト

ヲ要ス 
一 旧来ノ陋習ヲ破リ，天地ノ公道ニ基

クベシ 
一 ( ③ )ヲ( ④ )ニ求メ，大ニ皇基

ヲ振起スベシ 
(1) 資料は，新政府の基本方針を示した

ものである。これを何というか。 
(2) 資料が発せられたのは，何年のこと

か。 



(3) 資料からわかる新政府の基本方針を，

次のア～エより 2 つ選び，記号で答

えよ。 
ア キリスト教を禁止する。 
イ 上下の身分の区別をはっきりさ

せる。 
ウ 外国との交際を深める。 
エ 世論を大切にして政治を進める。 

(4) 資料の①～④に適する語句を，次の

[  ]からそれぞれ1つずつ選べ。 
[ 智識 世界 国会 情報 公論 
 文化 会議 ] 

(1) (1)はだれがだれに対してちかうと

いう形で出されたか。 
 



[解答](1) 五箇条の御誓文 (2) 1868年 
(3) ウ，エ (4)① 会議 ② 公論 
③ 智識 ④ 世界 (5) 天皇が神に対し

てちかうという形 
 
 
[問題](前期中間) 
 次の文中の①，②にあてはまる語句を

それぞれ答えよ。 
 1868年，江戸を( ① )に改称し，年

号を慶応から( ② )に改めた。 
 
[解答]① 東京 ② 明治 
 



[四民平等] 
[問題](前期中間) 
 新政府は江戸時代の身分制を改めよう

と四民平等を唱えた。次の各問いに答え

よ。 
(1) それまでの農民や町人は何と呼ばれ

るようになったか。 
(2) 1871年に出された「えた」や「ひに

ん」などの身分を廃止するという布

告を何というか。 
 
[解答](1) 平民 (2) 解放令 
[解説] 
 
 
 
 



政府はAE四民E

し み ん

AA E平等E

びょうどう

Aをとなえて，江戸時代の

身分制度を改めた。四民平等は，天皇の

もとに国民を一つにまとめて近代国家作

りをすすめるために必要不可欠なもので

あった。 
その結果，国民はすべて名字を名のり，

職業や居住地の自由を認められた。身分

を象徴していた「ちょんまげ」をやめる

ことが許され，やがて禁止された。AE帯刀E

たいとう

Aも

禁止された。 
天皇の一族をAE皇族E

こうぞく

A，もとの公家と大名をA

E華族E

か ぞ く

A，武士をAE士族E

し ぞ く

Aとし，農民と町人をAE平民E

へいみん

Aとした。また，えた身分，ひにん身分な

どの呼び名を廃止し，身分・職業ともに

平民と同じにするAE解放令E

かいほうれい

Aを出した。しか

し，その後も差別は根強く続いた。 
 



※この単元では「平民」「解放令」がよく

出題される。「四民平等」「華族」「士族」

はときどき出題される。 
 
 
[問題](前期中間) 
次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
新政府は江戸時代までの古い身分制度

を改め，天皇の一族を皇族，公家や大名

を( ① )，武士を( ② )，百姓や町人

を( ③ )とする新たな身分制度をもう

けた。そして，( ④ )平等を合い言葉

に，皇族以外はすべて平等であるとした。

えた身分・ひにん身分の人達は 1871 年

に( ⑤ )令が出され新たに(③)に加え

られた。 
 



[解答]① 華族 ② 士族 ③ 平民 
④ 四民 ⑤ 解放 
 
 



【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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