
【FdData中間期末：中学歴史：明治】 
 [殖産興業・北海道の開拓] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[殖産興業] 
[問題](2学期期末) 
次の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
(1) 資料は，1872年に群馬県に日本で初

めてつくられた官営模範工場である。

この工場の名前を答えよ。 
(2) (1)のような工場をつくり，近代産業

の育成をめざした政府の政策を何と

いうか。漢字4字で答えよ。 
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[解答](1) 富岡製糸場 (2) 殖産興業 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政府は，近代的な産業を育てることで「富

国」を実現するため，殖産
しょくさん

興業
こうぎょう

を進め

た。日本の輸出を支える生糸
き い と

の増産や品

質の向上を図るため，群馬
ぐ ん ま

県の富岡
とみおか

製糸場
せいしじょう

などの官営
かんえい

模範
も は ん

工場をつくった

(富岡製糸場は2014年に世界遺産に指定



された)。渋沢
しぶさわ

栄一
えいいち

は富岡製糸場の建設を

はじめ，多くの企業を設立し，経済の発

展につくした。 
経済の発展に欠かせない交通・通信部門

の整備も進められた。1872年には新橋
しんばし

・

横浜
よこはま

間に陸蒸気
おかじょうき

と呼ばれる鉄道が開通し

た。また，飛脚
ひきゃく

にかわる近代的な郵便
ゆうびん

制度
せ い ど

が整えられた。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「殖産興業」「富岡製糸場」である。「官

営模範工場」の出題頻度も高い。「群馬県」

「新橋・横浜間に陸蒸気」「郵便制度」「渋

沢栄一」はときどき出題される。 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 近代的な産業をおこす政策を何とい

うか。 
(2) (1)を進めるために政府が外国から機

械や技術者を招いて建てた工場を何

というか。 
(3) (2)の代表的な製糸工場で，2014年に

世界遺産に指定された工場の名前を

答えよ。 
(4) (3)はどこに建てられたか，都道府県

名を答えよ。 
 
[解答](1) 殖産興業 (2) 官営模範工場 
(3) 富岡製糸場 (4) 群馬県 
 



[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
 政府が近代産業を育てることをめざし

て進めた政策を( ① )とよんでいる。

政府は群馬県の( ② )製糸場に代表さ

れる( ③ )工場をつくって技術の開発

と普及をはかった。1872 年には新橋・

( ④ )間に陸蒸気と呼ばれる鉄道が開

通した。また，飛脚にかわる近代的な

( ⑤ )制度が整えられたりした。 
 
[解答]① 殖産興業 ② 富岡 

③ 官営模範 ④ 横浜 ⑤ 郵便 
 
 



[問題](1学期期末) 
政府は，近代工業を育てるために富岡

製糸場のような工場を全国でさかんにつ

くった。次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 政府が行った産業を保護・育成する

政策を何というか。漢字 4 字で答え

よ。 
(2) 富岡製糸場のように，政府が近代工

業を育てるためにつくった工場を何

というか。 



(3) 富岡製糸場の位置を右の地図から 1
つ選び，記号で答えよ。 

(4) 富岡製糸場で生産したものは何か。

漢字2字で答えよ。 
(5) 富岡製糸場の建設をはじめ，多くの

企業を設立し，経済の発展につくし

た埼玉県出身の人物は誰か。 
(6) 1872 年に日本ではじめての鉄道が

開通したが，①当時の人々はこの鉄

道を何と呼んだか。漢字 3 字で答え

よ。②また，どことどこの区間が開

通したか。 
 
[解答](1) 殖産興業 (2) 官営模範工場 
(3) ウ (4) 生糸 (5) 渋沢栄一 
(6)① 陸蒸気 ② 新橋と横浜間 
 



[北海道の開拓] 
[問題](3学期) 
北海道を開拓しつつ兵士の役割もはた

すために配置された兵を何というか。 
 
[解答]屯田兵 
[解説] 
 
 
 
 
 
江戸時代までの蝦夷地

え ぞ ち

はアイヌの人々が

住んでいたが，日本の勢力は，松前藩
まつまえはん

が

南の一部の地域(函館
はこだて

の西)を支配してい

るのみであった。政府は蝦夷地を北海道

と改め，開拓使
か い た く し

という役所を置いて，統



治を強化するとともに，農地の開墾
かいこん

，鉄

道や道路の建設など，欧米の技術を取り

入れた開拓事業を進めた。開拓の中心と

なったのは，各地から移住してきた農業

兼業の兵士である屯田兵
とんでんへい

などであったが，

労働力の不足を補うため，囚人
しゅうじん

やアイヌ

の人々も集められた。これらの人々は，

道路工事などの困難な労働の中で，多く

の犠牲者
ぎ せ い し ゃ

を出した。さらに，開拓が進む

につれて，先住民であるアイヌの人々は

土地や漁場をうばわれただけでなく，ア

イヌ民族の伝統的な風習などを禁止する

同化
ど う か

政策
せいさく

がとられたことなどから，民族

固有の生活や文化を維持していくことが

困難になっていった。 
 
 



※この単元で出題頻度が高いのは「屯田

兵」である。「開拓使」「アイヌ」もとき

どき出題される。 
 
 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 北海道の先住民を何というか。カタ

カナ3文字で答えよ。 
(2) 1869 年に設置された北海道開拓の

ための役所を何というか。 
(3) 北海道の開拓をしながら兵士の役割

をはたした人たちを何といったか。 
 
[解答](1) アイヌ (2) 開拓使 
(3) 屯田兵 
 



[問題](前期中間) 
次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
政府は，( ① )という役所を置いて，

蝦夷地を( ② )と改め，西洋の技術を

取り入れて開拓事業を進めた。開拓の中

心となったのは農業兼業の兵士である

( ③ )兵であった。開拓が進む中で，

先住民である( ④ )の人々は土地や漁

場をうばわれただけでなく，(④)民族の

伝統的な風習などを禁止する( ⑤ )政
策がとられたことなどから，民族固有の

生活や文化を維持していくことが困難に

なっていった。 
 
[解答]① 開拓使 ② 北海道 ③ 屯田 
④ アイヌ ⑤ 同化 
 



【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 

http://www.fdtext.com/dp/qanda_k.html
http://www.fdtext.com/dp/seihin.html
mailto:info2@fdtext.com

