
【FdData中間期末：中学歴史：明治】 
 [自由民権運動・士族の反乱] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[自由民権運動の始まり] 
[問題](1学期中間) 
征韓論の議論に敗れて政府を去った板

垣退助は，翌 1874 年に民撰議院設立の

建白書を提出し，高知に帰って立志社を

つくった。これをきっかけとして始まっ

た国会開設を求める運動を何というか。 
 
[解答]自由民権運動 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
征
せい

韓論
かんろん

政変
せいへん

の後，政府の中心となった

大久保
お お く ぼ

利通
としみち

は，新たに内務省
ないむしょう

を設置して

内務
な い む

卿
きょう

(のちの大臣)となり，殖産
しょくさん

興業
こうぎょう

をはじめとする近代化政策をおし進めた。 
征
せい

韓論
かんろん

の議論に敗れて政府を去った

板垣退
いたがきたい

助
すけ

は，藩閥政府による政治を専制
せんせい

政治であるとして批判した。 



板垣退助は，1874 年(明治 7 年)に民撰
みんせん

議院
ぎ い ん

設立の建白書
けんぱくしょ

を提出したが，その中

で，「政権は天皇にも人民にもなく，有司
ゆ う し

(役人)ににぎられている。その有司はか

ってに法律をつくり，自由を圧迫してい

る｡こういう有司の専制が続く限り，国家

はくずれてしまうであろう。･･･それを改

める方法は，民撰議院を設立することで

ある。･･･」と述べている。さらに，高知

に帰った板垣は立志社
り っ し し ゃ

をつくって自由
じ ゆ う

民権
みんけん

運動
うんどう

を始めた。(一派なし(1874)て建

白書) 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「板垣退助」「民撰議院設立の建白書」「自

由民権運動」である。「立志社」「大久保

利通」はときどき出題される。 



[問題](3学期) 
 次の文中の①～③に適語を入れよ。 
征韓論の議論に敗れた( ① )は，翌

1874 年に( ② )の建白書を提出した。

さらに，高知に帰って立志社をつくって

( ③ )運動を始めた。 
 
[解答]① 板垣退助 ② 民撰議院設立 

③ 自由民権 
 
 



[問題](2学期期末) 
1874 年に国会開設を求める建白書が

政府に提出されたが，これについて，次

の各問いに答えよ。 
(1) この建白書を何というか。 
(2) (1)を政府に提出した右

の写真の人物の名前を

答えよ。 
(3) このできごとがきっか

けで起こった，議会政

治の実現，参政権や思想の自由に対

する要求などを訴えた運動を何とい

うか。 
(4) (2)の人物が高知で結成した政治結社

を何というか。 
(5) この当時，内務卿として殖産興業を

はじめとする近代化政策をおし進め

た人物は誰か。 



[解答](1) 民撰議院設立の建白書 
(2) 板垣退助 (3) 自由民権運動 (4) 
立志社 (5) 大久保利通 
 
 
[士族の反乱] 
[問題](後期期末) 
征韓論に敗れて鹿児島に帰った西郷隆

盛が，1877年に起こした反乱を何という

か。 
 
[解答]西南戦争 
[解説] 
 
 
 
 



 
藩閥
はんばつ

政府に対する

士族
し ぞ く

の不満は，一

方では自由
じ ゆ う

民権
みんけん

運動
うんどう

を生んだが，

他方では佐賀の乱

(1874 年)，萩
はぎ

の乱

(1876 年)などの不

平士族の反乱をもた

らした。その最大の

ものは，征
せい

韓論
かんろん

に敗

れて鹿児島に帰った

西郷
さいごう

隆盛
たかもり

が中心になって起こした 1877
年(明治 10 年)の西南

せいなん

戦争である。(西南

戦争討伐
とうばつ

なかなか(1877)難しい) 
士族からなる西郷軍は，戊辰

ぼ し ん

戦争の経験



者も多く，徴兵
ちょうへい

された農民が中心の政府

軍を見下していたが，徴
ちょう

兵制
へいせい

により組織

された政府軍の近代的装備の前に敗れ，

西郷隆盛は自害した。 
西南戦争による政府軍の勝利は，武力に

よって政府を倒すことは不可能であるこ

とを実証したものであり，これを最後に

士族の反乱はおさまり，政府への批判は

武力に攻撃から言論による批判に変わっ

た。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「西南戦争」である。「西郷隆盛」の出題

頻度も高い。 
 



[問題](3学期) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
藩閥政府に対する不満は，佐賀の乱，

萩の乱などの不平士族の反乱をもたらし

た。その最大のものは，征韓論に敗れて

鹿児島に帰った( ① )が中心になって

起こした( ② )戦争である。政府軍は

約半年をついやしてこれを鎮圧した。こ

れを最後に士族の反乱はおさまった。 
 
[解答]① 西郷隆盛 ② 西南 
 



[問題](前期中間改) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 肖像画の人物の名前を答えよ。 
(2) 1877 年に(1)の人物を中心に起きた

反乱を何というか。 
(3) (2)の中心となった鹿児島を，地図中

のア～エから1つ選べ。 



(4) (2)は( ① )からなる(1)の軍と

( ② )制により組織された政府軍

との戦いであった。①，②にあては

まる語句を次の[  ]からそれぞれ

選べ。 
[ 藩閥 徴兵 農民 士族 言論 ] 

(5) (2)の後，政府への批判はどのように

変わったか。「武力」「言論」の語句

を使って説明せよ。 
 
[解答](1) 西郷隆盛 (2) 西南戦争 
(3) エ (4)① 士族 ② 徴兵 
(5) 武力による攻撃から言論による批判

に変わった。 
 
 



[高まる自由民権運動] 
[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
西南戦争の後，旧薩摩，長州藩出身者

などによる( ① )政府への批判は，自

由民権運動など言論によるものが中心に

なった。1880年には，全国の代表者が大

阪に集まって( ② )同盟を結成し，国

会の開設を求めた。 
 
[解答]① 藩閥 ② 国会期成 



[解説] 
 
 
 
 
 
1877 年(明治 10 年)の西南戦争ののち，

旧薩摩，長州藩出身者などによる藩閥
はんばつ

政

府への批判は言論による自由民権運動が

中心になった。1880年(明治13年)には，

全国の代表者が大阪に集まって国会
こっかい

期成
き せ い

同盟
どうめい

を結成し，国会の開設を求めた。国

会期成同盟には商工業者や豪農
ごうのう

(地主)な
ども参加した。運動は，国会において自

分たちの憲法を制定しようとする方向へ

と進み，多くの憲法草案が民間で作成さ

れた。 



植木枝盛
う え き え も り

の「東洋大日本国国
こっ

憲按
けんあん

」はそ

の1つである。自由民権運動の高まりに

対して，政府は新聞紙
し ん ぶ ん し

条例
じょうれい

や集会
しゅうかい

条例
じょうれい

を出してこれを弾圧
だんあつ

した。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「藩閥

政府」「国会期成同盟」である。 
 
 



[問題](1学期期末改) 
次の文章中の①～⑤にあてはまる語句

を書け。ただし，③は(  )内より適語

を選べ。 
1877年の西南戦争ののち，旧薩摩，長

州藩出身者などによる( ① )政府への

批判は言論にる自由民権運動が中心にな

った。1880年には，全国の代表者が大阪

に集まって( ② )同盟を結成し，国会

の開設を求めた。(②)同盟には商工業者

や③(小作農／豪農)なども参加した。自

由民権運動は，国会において自分たちの

憲法を制定しようとする方向へと進み，

多くの憲法草案が民間で作成された。

( ④ )の「東洋大日本国国憲按」はそ

の1つである。自由民権運動の高まりに

対して，政府は新聞紙条例や( ⑤ )条
例を出してこれを弾圧した。 



[解答]① 藩閥 ② 国会期成 ③ 豪農 
④ 植木枝盛 ⑤ 集会 
 
 
[国会開設の勅諭と政党の結成] 
[問題](3学期) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 

1881年，北海道の開拓使払い下げ事件

によって，藩閥政府を攻撃する声がはげ

しくなり，政府は 10 年後に国会を開く

ことを約束した。国会開設にそなえ，板

垣退助は( ① )党を結成し，大隈重信

は( ② )党を結成した。 
 
[解答]① 自由 ② 立憲改進 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自由民権運動の高まりに対して，政府部

内でも，欧米
おうべい

列強
れっきょう

にならった強国をつく

っていくためには，憲法と議会をもつ

立憲
りっけん

政治をおこなって，国を自主的に支

えようとする国民の意識を育てていくこ



とが必要だという考えがあった。ただ，

その実施時期・方法については対立があ

り，国会の即時開設を主張する大隈
おおくま

重信
しげのぶ

と，時間をかけるべきだとする伊藤
い と う

博文
ひろぶみ

らが対立した。 
1881 年(明治 14 年)，北海道開発のため

に多額の国費をかけてつくった開拓使
か い た く し

の

施設を薩摩
さ つ ま

出身の商人に不当に安い値段

で売ろうとしたことが国民に知れて，藩

閥政府を攻撃する声が，いっそうはげし

くなった。政府がたおれることを心配し

た伊藤博文などは，払い下げを中止し，

10 年後に国会を開くことを約束した(
国会
こっかい

開設
かいせつ

の勅諭
ちょくゆ

)。同時に，大隈
おおくま

重信
しげのぶ

が民

権派に情報を流した張本人とみて，大隈

を政府から追い出した。国会開設にそな

え，板垣退
いたがきたい

助
すけ

は自由党
じ ゆ う と う

を結成し，大隈
おおくま

重信
しげのぶ

は立憲
りっけん

改進党
かいしんとう

を結成した。 



※この単元で出題頻度が高いのは「自由

党，板垣退助」「立憲改進党，大隈重信」

である。 
 
 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1874 年に民撰議院設立の建白書を

提出した人物は誰か。 
(2) 1881 年に(1)の人物を党首とする日

本で最初の政党が作られた。その政

党の名を答えよ。 
(3) (2)の政党に続いて 1882 年に組織さ

れた①政党の名と，②組織した人物

の名前をそれぞれ答えよ。 
[解答](1) 板垣退助 (2) 自由党 
(3)① 立憲改進党 ② 大隈重信 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1881 年に北海道のある役所の施設

を不当に安い値段で商人に払い下げ

る事件が起こった。下線部の役所を

何というか。 
(2) (1)の事件は民

権派の激しい

批判をまねい

た。政府がた

おれることを

心配した伊藤博文などは払い下げを

中止し，民権派との結びつきが強か

った右図の( ① )を政府から追い

出すとともに，10 年後に( ② )を
開くことを国民に約束した。文中の

①，②に適語を入れよ。 



(3) (2)ののち，かつて土佐に立志社をつ

くって自由民権運動を指導した

( ① )は( ② )党を結成した。ま

た，(2)の①の人物は( ③ )党を結

成した。文中の①～③に適語を入れ

よ。 
[解答](1) 開拓使 (2)① 大隈重信 
② 国会 (3)① 板垣退助 ② 自由 
③ 立憲改進 
 



[問題](1学期期末) 
次の各問いに答えよ。 

a 板垣退助が( ① )設立の建白書を

提出する。 
b 板垣退助が自由党，( ② )が立憲改

進党を結成する。 
c 開拓使の施設などを関係者に安く払

い下げようとする事件がおこる。 
d 10 年後に国会を開くことを政府が約

束する。 
(1) ①，②にあてはまる語句・人名を書

け。 
(2) dの「10年後に国会を開く約束」を

何というか。 
(3) 自由民権運動に関する上の a～d の

できごとを年代の古い順に並べかえ

て，記号を書け。 



[解答](1)① 民撰議院 ② 大隈重信 
(2) 国会開設の勅諭 (3) a→c→d→b 
 
 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1884 年に埼玉県の西部で農民らが

起こした事件を何というか。 
(2) (1)の事件に参加した人々は次の

[  ]のうちのどれに属する人々で

あったか。 
[ 立憲改進党 自由党 
 立憲政友会 ] 

 
[解答](1) 秩父事件 (2) 自由党 



[解説] 
政府がきびしい弾圧をしたため，おりか

らの深刻な不況による社会不安を背景に，

埼玉県で起こった秩父
ち ち ぶ

事件など，民権派

の激化事件が起こり，民権運動は停滞し

た。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「秩父

事件」である。 
 
 



【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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