
【FdData中間期末：中学歴史：明治】 
 [条約改正] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[欧化政策] 
[問題](2学期中間) 

1878 年，

アメリカが

条約改正に

いち早く応

じたが，イギ

リスなどの

合意が得られず実現しなかった。その後，

外務卿(大臣)の井上馨は，右図のように，

鹿鳴館で舞踏会をもよおすなどの政策を

とって条約改正の交渉にあたったが，交
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渉は失敗に終わった。 
条約改正を成功させるためにとられた，

このようなヨーロッパの風俗や文化の導

入政策を何というか。 
 
[解答]欧化政策 
 
[解説] 
 
 
 
 
岩倉
いわくら

具
とも

視
み

を全

権大使とする

岩倉
いわくら

使節団
し せ つ だ ん

は，

幕末に欧米諸

国と結んだ不



平等条約改正の交渉を試みたが，日本に

近代的な法制度がととのっていないこと

を理由に不成功に終わった。 
その後，条約

じょうやく

改正
かいせい

にいち早く応じたのは

アメリカで，1878 年(明治 11 年)に関税
かんぜい

自主権
じ し ゅ け ん

の回復に合意したが，イギリスな

どの賛成が得られず実現しなかった。 
外務大臣井上馨

かおる

は，鹿鳴館
ろくめいかん

を建てて外国

人をまねき舞踏会
ぶ と う か い

を開くなど欧化
お う か

政策を

とり条約改正をめざした。 
井上は，領事裁判権に関して外国人を裁

判官に採用して条約改正の糸口にしよう

としたが，その交渉の内容が知られると，

国内から激しい反対を受けたため，交渉

は失敗に終わった。 
 
 



※この単元で出題頻度が高いのは「欧化

政策」である。「鹿鳴館」「井上馨」はと

きどき出題される。 
 



[問題](3学期) 
 条約改正について，次の文章中の①～

⑥に適語を入れよ。 
1871 年に( ① )を全権大使として

欧米に派遣された使節団は，不平等条約

改正の交渉を試みたが，不成功に終わっ

た。1878 年，( ② )(国名)は条約改正

にいち早く応じたが，イギリスなどの合

意が得られず実現しなかった。その後，

外務卿(大臣)の( ③ )は，( ④ )館で

舞踏会をもよおすなどの( ⑤ )政策を

とって条約改正の交渉にあたった。また，

領事裁判権に関して外国人を( ⑥ )に
採用して条約改正の糸口にしようとした

が，その交渉の内容が知られると，国内

から激しい反対を受けたため，交渉は失

敗に終わった。 



[解答]① 岩倉具視 ② アメリカ 
③ 井上馨 ④ 鹿鳴 ⑤ 欧化 
⑥ 裁判官 
 
[ノルマントン号事件] 
[問題](2学期中間) 

1886年，イギリス船が和歌山県沖で沈

没し，日本人乗客全員が水死する事件が

起こった。領事裁判権にもとづき，イギ

リス領事裁判所が裁判を行ったが，イギ

リス人船長に軽い罰をあたえただけだっ

た。これによって，不平等条約改正を求

める世論が高まった。この事件を何とい

うか。次の[  ]から1つ選べ。 
[ フェートン号事件 メリー号事件 
 タイタニック号事件 
 ノルマントン号事件 ] 



[解答]ノルマントン号事件 
[解説] 
 
 
 
 
1886年(明治

19 年)にイギ

リス船ノル

マントン号

が和歌山県

沖で沈没
ちんぼつ

し，日本人乗客全員が水死する

事件が起きた。しかし，イギリスの領事
りょうじ

裁判所
さいばんしょ

は，イギリス人船長に軽い罰をあ

たえただけだったため，不平等条約(とく

に領事裁判権)の改正を求める世論が高

まった。 



※この単元で出題頻度が高いのは「ノル

マントン号事件」「領事裁判権」「イギリ

ス」である。 
 
 
[問題](前期期末) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 

1886年，イギリス船( ① )号が和歌

山県沖で沈没し，日本人乗客全員が水死

する事件が起こった。( ② )権にもと

づき，イギリスの(②)所が裁判を行った

が，イギリス人船長に軽い罰をあたえた

だけだった。これによって，不平等条約

改正を求める世論が高まった。 
 
[解答]① ノルマントン ② 領事裁判 
 



[問題](2学期期末) 
次の絵は，ある国の船が沈没して日本

人乗客が海に投げ出されているようすが

えがかれている。次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) この事件を何というか。 
(2) 「ある国の船」とあるが，どこの国

か。 
(3) (1)の事件によって不平等条約の改正

を求める世論が高まった。(1)の事件

で問題になった不平等な内容とは何

か。漢字5字で答えよ。 



[解答](1) ノルマントン号事件 
(2) イギリス (3) 領事裁判権 
 
 
[領事裁判権の撤廃] 
[問題](2学期中間) 
日清戦争直前の 1894 年，日本はイギ

リスと日英通商航海条約を結び，領事裁

判権の撤廃に成功した。このときの，日

本の外務大臣は誰か。次の[  ]から 1
人選べ。 
[ 陸奥宗光 伊藤博文 小村寿太郎 
 黒田清隆 ] 
 
[解答]陸奥宗光 



[解説] 
 
 
 
 
日清戦争直前の1894年(明治27年)，外

務大臣の陸奥
む つ

宗光
むねみつ

はイギリスと交渉し

て，日英
にちえい

通商
つうしょう

航海
こうかい

条約
じょうやく

を結び，領事
りょうじ

裁判権
さいばんけん

の撤廃
てっぱい

に成功した。ほかの国々と

も，同様の改正が実現した。この時期に

イギリスが条約改正に応じたのは，ロシ

アの東アジアへの進出に対抗するため日

本と手を結ぶ政策をとるようになったか

らである。それと，憲法が制定され，法

制度がととのって，近代的な法治
ほ う ち

国家
こ っ か

と

認められたことも条約改正に有利に働い

た。 



 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「陸奥宗光」である。「領事裁判権の撤廃」

の出題頻度も高い。「日英通商航海条約」

もときどき出題される。 
 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1894 年にイギリスとの間に結ばれ

た条約は何か。 
(2) (1)によって，条約改正の一部が実現

した。撤廃されたものは何か。 
(3) このときの日本の外務大臣は誰か。 
 
[解答](1) 日英通商航海条約 
(2) 領事裁判権 (3) 陸奥宗光 
 



[問題](1学期中間) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
日清戦争直前の 1894 年，外務大臣の

( ① )は，( ② )(国名)と交渉して

( ③ )条約を結び，( ④ )権の撤廃に

成功した。この時期に(②)が条約改正に

応じたのは，( ⑤ )(国名)の東アジアへ

の進出に対抗するため日本と手を結ぶ政

策をとるようになったからである。 
 
[解答]① 陸奥宗光 ② イギリス 
③ 日英通商航海 ④ 領事裁判 
⑤ ロシア 
 
 



[問題](2学期中間) 
 イギリスが日本との不平等条約を

1894年に改正し，領事裁判権の撤廃など

に応じたのはなぜか。「ロシア」という語

句を使って説明せよ。 
 
[解答]ロシアの東アジアへの進出に対抗

するため日本と手を結ぶ政策をとるよう

になったから。 
 
 
[関税自主権の回復] 
[問題](1学期期末) 
関税自主権の完全な回復は，日露戦争

後の 1911 年のことであった。そのとき

の外務大臣は誰か。 
 



[解答]小村寿太郎 
[解説] 
関税自主権

の完全な回

復は，日露
に ち ろ

戦

争後の 1911
年(明治44年)であった。外務大臣の小村

こ む ら

寿
じゅ

太郎
た ろ う

はアメリカと交渉して関税自主権

の完全な回復に成功した。(自主権回復ひ

どくいい(1911)) 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「小村

寿太郎」「関税自主権の回復」である。 
 



[問題](後期期末) 
日露戦争ののち，1911年にアメリカと

の間で改正された不平等条約の内容とそ

のときの外務大臣の組み合わせとして正

しいものを次から記号で選べ。 
ア 関税自主権の回復－陸奥宗光 
イ 領事裁判権の撤廃－陸奥宗光 
ウ 関税自主権の回復－小村寿太郎 
エ 領事裁判権の撤廃－小村寿太郎 
 
[解答]ウ 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の文中の①～③に適語を入れよ。 

1894年に，外務大臣の( ① )はイギ

リスと日英通商航海条約を結び，領事裁

判権の撤廃に成功した。さらに日露戦争

後の1911年に，外務大臣の( ② )はア

メリカと交渉して( ③ )権の完全な回

復に成功した。 
 
[解答]① 陸奥宗光 ② 小村寿太郎 
③ 関税自主 
 



【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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