
【FdData中間期末：中学歴史：明治】 
[樺太・千島交換条約など] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[樺太・千島交換条約] 
[問題](2学期中間) 
 1875 年に日本がロシアと国境を確定

するために結んだ条約は何か。 
[解答]樺太・千島交換条約 
[解説] 
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1875年(明治8年)，ロシアとの間で，日

本が千島
ち し ま

列島
れっとう

のすべてを領有するかわり

に，ロシアに樺太
からふと

の領有
りょうゆう

を認めるという

樺太
からふと

・千島
ち し ま

交換
こうかん

条約
じょうやく

を結んだ。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「樺

太・千島交換条約」「ロシア」である。「千

島は日本に，樺太はロシアに」もよく出

題される。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1875年に，ロシアとの間に領土に関

する条約を結んだが，何という条約

か。 
(2) (1)の条約に

よって，日本

が領有する

ことになっ

た地域は，地

図中A，Bの

どちらか。記号で答えよ。 
 
[解答](1) 樺太・千島交換条約 (2) B 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 樺太・千島交換条約は，日本とどこ

の国の条約か。 
(2) (1)の条約によって日本領となったの

は樺太と千島のどちらか。 
 
[解答](1) ロシア (2) 千島 
 



[琉球処分] 
[問題](1学期期末) 

1879年，日本政府は，軍隊の力を背景

にして，琉球藩を廃止して沖縄県を設置

した。これによって琉球王国は消滅した。

このことを何というか。 
 
[解答]琉球処分 
[解説] 
 
 
 
 
江戸時代，琉球

りゅうきゅう

王国は薩摩藩
さ つ ま は ん

の支配下

におかれていたが，中国(清
しん

)にも朝貢
ちょうこう

し

ており，形式上は日本と中国の両方に属

する形であった(薩摩藩は琉球の清への



朝貢貿易の実利からこれを認めていた)。 
日本は，1872年(明治5年)に琉球藩をお

いて日本の領土であるとした。しかし，宗
そう

主権
しゅけん

を主張する清はこれに抗議した。そ

の前年に台湾
たいわん

で琉球
りゅうきゅう

漂流
ひょうりゅう

民
みん

の殺害事

件が起こっていたが，日本は1874年(明
治7年)に台湾に出兵を行った。日本は清

に対して強硬な立場をとり，日本の出兵

が正当なことであることを認めさせ，

賠償
ばいしょう

金
きん

を支払わせた。(これによって，

事実上，清は琉球漂流民が日本の国民で

あることを認め，琉球が日本の領土の一

部であることを認めたことになる。) 
さらに，日本政府は，1879 年(明治 12
年)に軍隊の力を背景にして，琉球藩を廃

止して沖縄県を設置し，これによって琉

球王国は消滅した(最後の琉球王国の国



王であった尚
しょう

泰
たい

は東京へ移住させられ

た)。これを琉球
りゅうきゅう

処分
しょぶん

という。清は，こ

れに異議
い ぎ

を唱
とな

え，その後も日清の間で

紛糾
ふんきゅう

が続いたが，日清戦争における日本

の勝利によって，琉球帰属問題は事実上，

日本の主張通りに解決した。 
太平洋地域では，いくつかの国が小笠原

お が さ わ ら

諸島
しょとう

の領有権を主張していたが，1876
年に日本の領有が決定した。 
※この単元で出題頻度が高いのは「琉球

処分」である。「沖縄県」「清」「小笠原諸

島」も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。 
江戸時代には，( ① )王国は薩摩藩

に事実上支配されながら，中国の

( ② )にも朝貢していた。新政府は，

1872年に(①)藩を置いて，日本に帰属さ

せることにした。さらに，1879年，(①)
藩を廃止し，反対する人々を押さえて

( ③ )県を設置した。これを( ④ )
という。これによって(①)王国は消滅し，

最後の国王であった( ⑤ )は東京へ移

住させられた。 
 
[解答]① 琉球 ② 清 ③ 沖縄 
④ 琉球処分 ⑤ 尚泰 
 



[問題](2学期期末) 
1876 年に日

本が各国に領有

を通告した右の

地図中の X の諸

島の名前を答え

よ。 
 
[解答]小笠原諸島 
 
 



[明治初期の国際関係全般] 
[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 次の各文の a～h にあてはまる適当

な語句を下の[  ]より選んで答え

よ。 
① ( a )事件をきっかけに，不平

等な( b )修好条規を結び，開

国させた。 



② 清と領有を争っていたが，

( c )への出兵をきっかけに，

強引に領有を宣言して，( d )
県を設置した。このことを

( e )処分という。 
③ 対等な立場での( f )修好条規

を結んだ。 
④ ( g )使が設置され，( h )が

開拓にあたった。 
[ 台湾 鹿児島 日清 琉球 開拓 
 小笠原 日朝 沖縄 江華島 
 屯田兵 ] 

(2) 前問の①～④の政策を行った地域を，

地図中のア～エより1 つずつ選び，

記号で答えよ。 
 



[解答](1)a 江華島 b 日朝 c 台湾 
d 沖縄 e 琉球 f 日清 g 開拓 
h 屯田兵 (2)① ウ ② エ ③ イ 
④ ア 
 
[問題](2学期中間) 
次の地図を見て，あとの各問いに答え

なさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 地図中Aにある国を近代化するため

に，武力で開国させようという主張

が日本で高まりました。この主張を

何というか。漢字3字で答えよ。 
(2) 地図中 A の国に，1876 年に日本は

不平等条約をおしつけました。この

条約名を書きなさい。 
(3) 地図中Bの地域の領土が樺太・千島

交換条約によって明確になりました。

この条約を日本と結んだ国はどこで

すか。 
(4) 地図中 C の国と 1871 年に日本は対

等な条約を結んでいます。この条約

の名前を答えなさい。 
(5) 1876 年に日本への帰属が決まった，

地図中Dの地域の島々を何といいま

すか。 



(6) 1874 年に日本が軍隊を派遣した地

域を地図中 A～G の中から選びなさ

い。 
(7) 1879 年に日本は地図中 E を沖縄県

としました。このことを何といいま

すか。 
 
[解答](1) 征韓論 (2) 日朝修好条規 

(3) ロシア (4) 日清修好条規 (5) 小
笠原諸島 (6) F 
(7) 琉球処分 
 



【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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