
【FdData中間期末：中学歴史：明治】 
 [維新の三大改革①：学制・徴兵令] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[富国強兵] 
[問題](前期中間) 
新政府は，欧米列強に対抗するために，

経済を発展させて国力をつけ，軍隊を強

くすることをめざした。新しい国づくり

のためのこのような政策を(  )という。

なかでも学制，徴兵令，地租改正の3つ

の改革は近代化の基礎となるものであっ

た。(  )に適する語句を漢字 4 字で答

えよ。 
 
[解答]富国強兵 
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[解説] 
 
 
 
 
19 世紀に欧米

おうべい

列強
れっきょう

はアジアへ進出し，

植民地化をすすめた。なかでも，イギリ

スは清
しん

とのアヘン戦争に勝利をおさめ，

南京
なんきん

条約を清との間に締結
ていけつ

した。この情

報は幕末当時の知識階層に大きな衝撃
しょうげき

を与えた。 
日本もこのままでは欧米列強の植民地に

なってしまうかもしれないという危機意

識は，明治維新を主導した藩閥
はんばつ

の指導者

たちに共通したものであった。こうした，

危機から脱却
だっきゃく

するために，欧米列強を手

本として，経済を発展させるとともに軍



備を強化する富国
ふ こ く

強兵
きょうへい

をおしすすめる

ことが当時の最大の国家目標となった。

なかでも学制
がくせい

，徴兵令
ちょうへいれい

，地租
ち そ

改正
かいせい

の3つ

の改革は近代化の基礎となった。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「富国

強兵」「学制，徴兵令，地租改正」である。 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 新政府は，欧米列強に対抗するため

に，経済を発展させて国力をつけ，

軍隊を強くすることをめざしたが，

この政策を何というか。漢字 4 字で

答えよ。 
(2) (1)を具体化するために新政府が行っ

た明治の三大改革を次の[  ]から

選べ。 
[ 学制 廃藩置県 徴兵令 
 四民平等 地租改正 ] 

 
[解答](1) 富国強兵 (2) 学制，徴兵令，

地租改正 
 
 



[学制の公布] 
[問題](1学期中間) 
「必ず村に子どもを学校にやらない家

がなく，家に学校に行かない人がいない

ようにしなければならない。･･･」は何の

一部か。漢字2字で答えよ。 
 
[解答]学制 
[解説] 
 
 
 
 
 
1872 年(明治 5 年)に，「必ず村に子ども

を学校にやらない家がなく，家に学校に

行かない人がいないようにしなければな



らない。･･･」という学制
がくせい

が公布され，小

学校から大学までの学校制度が定められ

た。(いや何(1872)かと大変，学制公布) 
特に初等教育が重視され，6 歳以上の男

女すべてに小学校教育を受けさせること

とした。 
しかし，授業料が家庭の負担

ふ た ん

だったこと

から，最初は就学率
しゅうがくりつ

が低かった。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「学制」

「6歳以上の男女」「最初，就学率が低か

った理由」である。 
 



[問題](後期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
新政府は，1872年に( ① )を公布し，

小学校から大学までの学校制度を定めた。

特に初等教育が重視され，( ② )歳以

上の男女すべてに小学校で教育を受けさ

せることとした。 
 
[解答]① 学制 ② 6 
 



[問題](2学期期末) 
次の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
 
(1) 資料と関連の深い 1872 年に公布さ

れた法律名を答えよ。 
(2) (1)により，小学校教育を受けること

になったのは( ① )歳以上の②(男
子／男女)であった。①には数字をい

れ，②の(  )内からは適語を選べ。 



(3) 明治の初めのころの就学率は低かっ

たが，その理由は， (   )料が家

庭の負担だったからである。(  )
に適語を入れよ。 

 
[解答](1) 学制 (2)① 6 ② 男女 
(3) 授業 
 
 
[問題](3学期) 
学制の公布で全国各地に小学校が作ら

れたが，最初は子どもの就学率があまり

高くなかった，その理由を「授業料」と

いう語句を使って簡単に説明せよ。 
 
[解答]授業料が家庭の負担だったから。 
 



[徴兵令] 
[問題](2学期中間) 

1873年，満20歳になった男子は兵役

の義務を負うことになったが，このこと

を定めた法律を何というか。 
 
[解答]徴兵令 
[解説] 
 
 
 
兵制については，それまでの武士にかわ

る全国統一の近代的な軍隊をつくるため，

1873 年(明治 6 年)に徴兵令
ちょうへいれい

を出し，満

20歳になった男子は，士族，平民にかか

わらず兵役
へいえき

の義務を負うこととした。(い
やな山村(1873)徴兵令) 



ただし，戸主
こ し ゅ

とそのあとつぎ，官吏
か ん り

，学

生，代人料
だいにんりょう

270円を納めた者は徴兵を免

除されたため，実際に兵役についたのは，

ほとんどが平民の二男，三男たちであっ

た。徴兵令は大きな負担を強いるもので

あったので，各地で徴兵反対の一揆が起

こった。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「徴兵令」「満20歳になった男子」であ

る。「戸主とそのあとつぎ，官吏，学生，

代人料270円を納めた者は徴兵を免除」

もときどき出題される。 
 



[問題](1学期中間) 
次の文中の①，②に適語を入れよ。 
新政府は西洋にならい，満( ① )歳

になった男子に兵役の義務を課して，近

代的な軍隊を設立した。そのための法律

が1873年に出された( ② )令である。 
 
[解答]① 20 ② 徴兵 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
(1) 上の風刺画が示している改革のため

に，新政府が 1873 年に出した法律

を何というか。 
(2) (1)で兵役の義務を負う者は，どう規

定されていたか。「満○○歳になった

○○」という形で答えよ。 
(3) 次のア～エのうち徴兵を免除されて

いたのは誰か。すべてあげよ。 
ア 家のあとつぎ イ 役人や学生 
ウ 二男や三男 
エ 代人料270円を納めた者 



[解答](1) 徴兵令 (2) 満 20 歳になった

男子 (3) ア，イ，エ 
 
 



【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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