
【FdData中間期末：中学歴史：明治】 
 [立憲制国家の成立] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[憲法の準備] 
[問題](前期中間) 
国会開設にそなえて，伊藤博文は自ら

ヨーロッパに留学した。伊藤が草案をつ

くった大日本帝国憲法は，どこの国の憲

法を手本にしてつくられたか。次の

[  ]から1つ選べ。 
[ ドイツ イギリス アメリカ フラン

ス ] 
 
[解答]ドイツ 
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[解説] 
 
 
 
 
国会開設にそなえて，

伊藤
い と う

博文
ひろぶみ

は自らヨー

ロッパに留学して，ド

イツをはじめ各地で

憲法について学び，帰

国後は自らが中心と

なって憲法の草案
そうあん

を作成した。伊藤博文

は，ドイツの憲法を手本にしたが，その

理由は，ドイツの憲法は君
くん

主権
しゅけん

が強く，

わが国の実情にあっていたからである。

(大日本帝国憲法は「大日本帝国ハ万世
ばんせい

一系
いっけい

ノ天皇之
これ

ヲ統治
と う ち

ス」と天皇主権を定

めている。) 憲法草案を審議
し ん ぎ

するため



に，枢密院
すうみついん

という天皇の相談にこたえる

機関が設けられた。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「ドイツ」である。「君主権が強かったか

ら」「伊藤博文」の出題頻度も高い。 
 
 
[問題](3学期) 
 次の文中の①～③に適語を入れよ。 
政府は国会開設を約束し，憲法の研究

のために( ① )がヨーロッパに渡った。 
(①)は( ② )権の強い( ③ )の憲法を

中心に憲法の草案を作成した。 
 
[解答]① 伊藤博文 ② 君主 ③ ドイ

ツ 



[問題](2学期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 憲法調査のため，ヨ

ーロッパに留学し

た右の人物は誰か。 
(2) (1)の人物は，主にど

この国の憲法を学

んだか。 
(3) (2)の理由を書け。 
(4) 憲法の草案を審議するなど，天皇の

相談にこたえる機関を何というか。 
 
[解答](1) 伊藤博文 (2) ドイツ (3) ド
イツの憲法は君主権が強かったから。 

(4) 枢密院 
 
 



[内閣制度] 
[問題](1学期中間) 

1885年に内閣制度ができたが，このと

き，初代の内閣総理大臣となった人物は

誰か。 
 
[解答]伊藤博文 
[解説] 
 
 
 
 
1885年(明治18年)，それまでの太政

だじょう

官制
かんせい

にかわって，内閣
ないかく

制度
せ い ど

がつくられた。初

代の内閣総理
そ う り

大臣
だいじん

には伊藤博文が任命さ

れた。 
 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「伊藤博文」である。「内閣制度」もよく

出題される。 
 
 
[問題](3学期) 

1885 年には太政官制を廃止して

( ① )制度をつくり，( ② )が初代の

( ③ )大臣になった。文中の①～③に

適語を入れよ。 
 
[解答]① 内閣 ② 伊藤博文 ③ 内閣

総理 
 
 



[大日本帝国憲法の発布] 
[問題](2学期中間) 
 1889年2月11日に発布された憲法に

ついて，次の各問いに答えよ。 
第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ(  ) 

之ヲ統治ス 
第3条 (  )ハ神聖ニシテ侵スベカラ 

ズ 
第11条 (  )ハ陸海軍ヲ統帥ス 
(1) この憲法の名前を答えよ。 
(2) 上の資料の(  )に共通してあては

まる語句を答えよ。 
 
[解答](1) 大日本帝国憲法 (2) 天皇 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
1889年(明治22年)2月11日に，天皇が

国民に与えるという形で大日本
だいにっぽん

帝国
ていこく

憲法
けんぽう

が発布
は っ ぷ

された。 
大日本帝国憲法は，第1条に「大日本帝

国ハ万世
ばんせい

一系
いっけい

ノ天皇之
これ

ヲ統治
と う ち

ス」とある

ように，天皇を主権者と定めた。国民の

権利については「法律ノ範囲内」という

制限はあったが憲法で保障された。 
また，天皇と行政府の権限がきわめて強

いものであったが，議会は，予算案・法



律案の審議を通じて国政に参与
さ ん よ

する道が

開かれた。さらに，大日本帝国憲法が発

布された翌年の 1890 年，教育勅語
ちょくご

が出

されて，忠君
ちゅうくん

愛国
あいこく

の道徳が示され，教育

の柱とされるとともに，国民の精神的，

道徳的なよりどころとされた。 
なお，大日本帝国憲法が発布された2月

11日は「建国記念の日」になっている。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「大日本帝国憲法」「天皇之ヲ統治ス(天
皇が主権者)」である。「法律の範囲内」

「教育勅語」もよく出題される。 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1889 年に発布された憲法の名前を

答えよ。 
(2) (1)の憲法は誰を主権者と定めていた

か。 
(3) (1)の憲法の 29 条には「日本臣民ハ

(  )ノ範囲内ニ於テ言論著作印行

集会及結社ノ自由ヲ有ス」とある。

(  )に適語を入れよ。 
(4) 1890年，忠君愛国の道徳が示された

が，これを何というか。 
 
[解答](1) 大日本帝国憲法 (2) 天皇 

(3) 法律 (4) 教育勅語 
 
 



[問題](3学期) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 

( ① )年にアジアで最初の憲法であ

る( ② )憲法が発布された。(②)憲法の

第 1 条に「大日本帝国ハ万世一系ノ

( ③ )之ヲ統治ス」とあるように，(③)
を主権者と定めた。(②)憲法では，国民

は「臣民」とされ，(③)の恩恵によって，

様々な自由や権利が認められたが，

( ④ )という制限があった。(②)憲法発

布の翌年，忠君愛国の道徳を示す

( ⑤ )が出された。 
 
[解答]① 1889 ② 大日本帝国 ③ 天
皇 ④ 法律の範囲内 ⑤ 教育勅語 
 
 



[帝国議会] 
[問題](2学期中間) 

1890年，はじめての議会(帝国議会)が
開かれた。帝国議会は，2 院からなりた

っていたが，次の①，②にあてはまる議

院をそれぞれ何というか。 
① 国民の選挙で選ばれた議員で構成さ

れた。 
② 皇族，華族や，天皇が任命した者で

構成された。 
 
[解答]① 衆議院 ② 貴族院 
 



[解説] 
1890 年に第一回

帝国
ていこく

議会
ぎ か い

が開かれた。

帝国議会は，国民の

選挙で選ばれた議員で構成される衆議院
しゅうぎいん

と，皇族
こうぞく

・華族
か ぞ く

や，天皇が任命した者で

構成される貴族院
き ぞ く い ん

の2つの議院から成り

立っていた。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「衆議

院」「貴族院」である。 
 



[問題](2学期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 1890年，日本で初めて議会が開かれ

た。この議会を何というか。漢字 4
字で答えよ。 

(2) 次の図は(1)の議会が開かれる前に行

われた選挙の様子である。何という

議院の選挙か。 
 
 
 
 
 
(3) (1)の議会は二院制をとっていた。(2)

以外のもう一つの議院を何というか。 
(4) (3)の議院では，天皇が任命した議員

の他にどのような人が議員となった

か。 



[解答](1) 帝国議会 (2) 衆議院 (3) 貴
族院 (4) 皇族や華族 
 
 
[選挙資格] 
[問題](2学期中間) 
 次の文中の①，②に適する数字を下の

[  ]からそれぞれ選べ。 
 帝国議会は貴族院と衆議院の二院から

成り立っていた。このうち衆議院議員は

国民の選挙で選ばれたが，その選挙権は，

満( ① )歳以上で，直接国税( ② )
円以上を納める男子に限られていた。 
[ 10 15 20 25 30 ] 
 
[解答]① 25 ② 15 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
衆議院議員の選挙権は，直接国税を 15
円以上納める満 25 歳以上の男子に限ら

れた。それは当時の全人口の約 1.1％に

すぎなかった。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「直接国税を15円以上納める満25歳以

上の男子」である。 
 



[問題](2学期中間) 
第1回衆議院議員選挙で選挙権を持っ

ていたのは，どのような人たちだったか。

「直接国税を～円以上納める満～歳以上

の～」という形で答えよ。 
 
[解答]直接国税を 15 円以上納める満 25
歳以上の男子 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 第一回帝国議会の選挙で選ばれた議

員は何院の議員か。 
(2) 次の文中の①，②に適する数字を答

えよ。また，③，④の(  )内より適

するものを選べ。 
(1)の選挙権は，直接国税を( ① )

円以上を納める満( ② )歳以上の

③(男子／男女)に限られ，全人口の約

④(1.1／2.2／3.3)％に過ぎなかった。 
 
[解答](1) 衆議院 (2)① 15 ② 25 
③ 男子 ④ 1.1 
 



[全般] 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1885 年に内閣制度がつくられたが，

初代の内閣総理大臣になったのは誰

か。 
(2) 1889年に憲法が発布されたが，この

憲法の正式名を書け。 
(3) (2)の憲法はヨーロッパのどこの国の

憲法を参考につくられたか。 
(4) (3)の理由を書け。 
(5) 次は(2)の憲法の一部である。(  )

に共通してあてはまる語句を答えよ。 
第 1 条 大日本帝国ハ万世一系ノ

(  )之ヲ統治ス 
第 3 条 (  )ハ神聖ニシテ侵スベ

カラズ 



(6) 帝国議会について，選挙で議員を選

ぶことができたのは何院か。 
(7) (6)の議員の選挙権を与えられたのは

どのような人々か。次の文中の①～

③にあてはまる数値，語句を答えよ。 
直接国税を( ① )円以上納める満

( ② )歳以上の( ③ )。 
(8) 帝国議会の議院は(6)ともう1つは何

院か。 
(9) 1890 年，「忠君愛国」を国民道徳の

基本とする教育の方針が出されたが，

これを何というか。 
 
[解答](1) 伊藤博文 (2) 大日本帝国憲

法 (3) ドイツ (4) ドイツの憲法は君

主権が強かったから。 (5) 天皇 (6) 衆
議院 (7)① 15 ② 25 ③ 男子 
(8) 貴族院 (9) 教育勅語 



[問題](3学期) 
次のア～カのできごとを古い順に並び

かえ，符号で書け。 
ア 第1回衆議院選挙が行われ，国民が

国の政治に参加する道が開かれた。 
イ 鹿児島の士族らと政府軍が戦う西南

戦争が起きた。 
ウ 板垣退助が民撰議院設立の建白書を

提出し，国会の開設を求めた。 
エ 天皇が国民に与えるという形で大日

本帝国憲法が発布された。 
オ 伊藤博文が初代の内閣総理大臣に就

任した。 
カ 国会期成同盟が結成された。 
 
[解答]ウ→イ→カ→オ→エ→ア 
 



【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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