
【FdData中間期末：中学歴史：明治】 
 [日清戦争・三国干渉・義和団事件] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[朝鮮をめぐる情勢] 
[問題](後期中間) 
次の図は，日清戦争前の国際情勢を風

刺したものである。次の文章中の X，Y
にあてはまる国名を答えよ。 
 
 
 
 
 
日本と清が図の( X )をめぐって対

立し，( Y )が( X )を横取りしよう

とうかがっている。 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_re4_3_meiji3.pdf
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[解答]X 朝鮮 Y ロシア 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
朝鮮では，日本と清

しん

が勢力争いをくりひ

ろげていた。朝鮮国内では，明治維新に

ならって近代化をはかろうとする親日派

と，清との関係を維持しようとする親中

派とが，激しく対立していた。 



当時，ロシアが南下
な ん か

政策
せいさく

をとりつつあり，

朝鮮がロシアの手に落ちれば，やがて，

日本そのものが危うくなるという危機感

があった。朝鮮における清との対立が深

まる中，日本は軍備
ぐ ん び

の増強
ぞうきょう

をはかった。 
図は日清

にっしん

戦争前の風刺画
ふ う し が

である。日清戦

争が朝鮮(風刺画のＸの魚)をめぐる日本

と清の争いであったことを表している。

橋の上から朝鮮を横取りしようと機会を

うかがっているのはロシアである。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは風刺画

の人物が「どの国(日本，清，ロシア，朝

鮮)をさすか」という問題である。「日本

と清が朝鮮をめぐって対立し，ロシアが

朝鮮を横取りしようとうかがっている」

もよく出題される。 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図は何という戦争前の国際情勢を風

刺したものか。その戦争の名前を答

えよ。 
(2) 図の中の a～d にあたる国名をそれ

ぞれ答えよ。 
 
[解答](1) 日清戦争 (2)a 日本 
b ロシア c 清 d 朝鮮 



[問題](2学期期末) 
次の資料は，日清戦争前の国際情勢を

風刺した絵である。この当時のアジアの

状況を「日本」「朝鮮」「清」「ロシア」の

語句をすべて使って説明せよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]日本と清が朝鮮をめぐって対立し，

それをロシアが横取りしようとしていた。 
 



[甲午農民戦争→日清戦争] 
[問題](3学期) 
朝鮮では日本と清が勢力争いをしてい

たが，1894年に朝鮮国内で東学を信仰す

る団体を中心とした農民が朝鮮半島南部

で反乱を起こし，これをきっかけに日清

戦争が始まった。この農民の反乱を何と

いうか。 
 
[解答]甲午農民戦争 
[解説] 
 
 
 
 



朝鮮では日本と清が勢力争いをしていた。

1894年(明治27年)に朝鮮
ちょうせん

国内で，東学
とうがく

という民間宗教を信仰
しんこう

する農民などが，

外国人排斥
はいせき

や政治改革をめざして反乱を

起こした。これを甲午
こ う ご

農民戦争という。

朝鮮政府は，この農民の反乱をおさえる

ために清に出兵を求めた。これに対抗す

べく，日本も出兵し，日清
にっしん

戦争が始まっ

た。 
(一発急襲

きゅうしゅう

(1894)日清戦争) 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「甲午農民戦争」である。「日清戦争」も

よく出題される。 
 



[問題](2学期期末) 
 次の①～③にあてはまる語句を答えよ。 
 朝鮮では日本と( ① )が勢力争いを

していたが，1894 年に朝鮮国内で

( ② )という農民の反乱が起きると，

両国が朝鮮に出兵し，( ③ )戦争が始

まった。 
 
[解答]① 清 ② 甲午農民戦争 
③ 日清 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 日清戦争は日本と清がどこの支配を

めぐって起こした戦争か。次の[  ]
から1つ選べ。 
[ 満州 中国 朝鮮 沖縄 台湾 ] 

(2) 日清戦争のきっかけは，(1)の民間宗

教を信仰する人々が農民と一緒にな

り，外国勢力の追放と政治改革を目

指しておこした反乱であった。① こ
の民間宗教は何か。②この反乱を何

というか。 
(3) 日清戦争が始まったのは西暦何年か。 
 
[解答](1) 朝鮮 (2)① 東学 
② 甲午農民戦争 (3) 1894年 
 



[下関条約] 
[問題](前期中間) 
日清戦争に勝利をおさめた日本は，朝

鮮の独立を清に認めさせ，遼東半島・台

湾・澎湖諸島を清から譲り受け，さらに，

清に巨額の賠償金を支払わせた。この講

和条約を何というか。 
 

[解答]下関条約 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 



日清戦争は日本の

勝利に終わり，翌

1895 年(明治 28
年)，下関

しものせき

条約が結

ばれた。この条約

で清は，1)清は朝

鮮の独立を認め， 
2)遼東

りょうとう

半島，台湾
たいわん

，澎湖
ぼ う こ

諸島を日本に譲

る，3)賠償
ばいしょう

金
きん

約3 億1000 万円を日本に

支払うこと，などを認めた。 
日本側からは，伊藤

い と う

博文
ひろぶみ

(全権大使)，陸奥
む つ

宗光
むねみつ

(外務大臣)らが出席した。 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「下関条約」「遼東半島(地図)」である。

「台湾(地図)」「清は朝鮮の独立を認め

る」もよく出題される。 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文の①～③に適語を入れよ。 
 日清戦争後の講和会議で( ① )条約

が結ばれ，清は朝鮮の独立を認めるとと

もに，( ② )半島(図のA)，( ③ )(図
のB)，澎湖諸島を日本に譲り，巨額の賠

償金を支払うことになった。 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]① 下関 ② 遼東 ③ 台湾 
 
 



[問題](1学期中間) 
次の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 日清戦争後の講和会議で結ばれた条

約は何か。 
(2) 次は，(1)の条約の内容である。①～

⑦に適語を入れよ。 
・清は( ① )(図の( ② ))の独立

を認める。 



・清は( ③ )半島(図の( ④ ))・
( ⑤ )(図の( ⑥ ))・澎湖諸

島を日本にゆずる。 
・清は日本に( ⑦ )金を支払う。 

 
[解答](1) 下関条約 (2)① 朝鮮 ② イ 
③ 遼東 ④ ウ ⑤ 台湾 ⑥ オ 
⑦ 賠償 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 日清戦争の講和条約は何か。 
(2) (1)の講和条約が結ばれた都市を，地

図中のア～エから1つ選べ。 
(3) (1)の講和会議に出席した人物を次の

[  ]から2人選べ。 
[ 伊藤博文 井上馨 尾崎行雄 
 陸奥宗光 ] 



(4) 下関条約で，3 つの地域が日本に譲

り渡されることが決まった。その地

域の組み合わせとして適切なものを

記号で選べ。 
ア 遼東半島，香港，台湾 
イ 台湾，膨湖諸島，香港 
ウ 遼東半島，台湾，威海衛 
エ 遼東半島，台湾，膨湖諸島 

 
[解答](1) 下関条約 (2) ウ 
(3) 伊藤博文，陸奥宗光 (4) エ 
 
 



[賠償金の使い道など] 
[問題](前期中間) 
下関条約で獲得した賠償金の一部を使

って建設した官営工場は何か。 
 
[解答]八幡製鉄所 
[解説] 
 
 
 
 
下関条約で日本が獲得

かくとく

した賠償金は，お

もに軍備
ぐ ん び

拡張費
かくちょうひ

に使われた。1901 年に

操業
そうぎょう

を開始した八幡
や は た

製鉄所
せいてつじょ

も，この賠償

金をもとに建設された。中国からゆずり

うけた台湾を支配するために台湾総督府
そ う と く ふ

を設置した。 



日清戦争の後，朝鮮は中国からの独立を

宣言し，国名を大韓
だいかん

帝国
ていこく

(韓国)と改めた。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは賠償金

の一部で「八幡製鉄所」，「賠償金の多く

は軍備拡張費に使われた」である。「台湾

総督府」「大韓帝国」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) 下関条約で日本が獲得した賠償金は，

おもにどのようなことに使われたか。

次の[  ]から1つ選べ。 
[ 教育基金 皇室財産 軍備拡張費 
 災害準備基金 ] 

(2) 日清戦争の賠償金により建てられた

官営の製鉄所は何か。 
(3) 下関条約で日本が中国からゆずりう

けた台湾を支配するために置かれた

役所の名前を書け。 
(4) 日清戦争の後，朝鮮は中国からの独

立を宣言し，国名を変えた。その国

名を漢字4字で書け。 
 
 



[解答](1) 軍備拡張費 (2) 八幡製鉄所 
(3) 台湾総督府 (4) 大韓帝国 
 
 
[三国干渉] 
[問題](3学期) 
下関条約で譲り渡されることになった

遼東半島を，清に返還するようにロシア，

ドイツ，フランスが日本に勧告してきた

が，このできごとを何というか。 
 
[解答]三国干渉 



[解説] 
満州への進

出をねらっ

ていたロシ

アは，ドイツ

とフランスを

さ そ っ て ，

1895 年(明治

28年)，日本に

対して 遼東
りょうとう

半島
はんとう

を清に返還
へんかん

するように要求してきた。

これを三国
さんごく

干渉
かんしょう

という。当時，日本はロ

シアなどと戦う力はなかったので，この

圧力に屈して賠償
ばいしょう

金
きん

とひきかえに遼東

半島を清に返還した。 
その後，ロシアはこの遼東半島の旅

りょ

順
じゅん

と

大連
だいれん

を清から租借
そしゃく

した。 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「三国干渉」「ロシア・ドイツ・フランス」

「遼東半島(地図)」である。 
 
 
[問題](前期中間改) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
下関条約が結ばれた直後に，( ① )

は，( ② )やフランスをさそって，日

本が獲得した( ③ )半島を清に返還す

るよう勧告してきた。これを( ④ )と
いう。当時，日本は(①)などと戦う力は

なかったので，この圧力に屈して賠償金

とひきかえに(③)半島を清に返還した。

その後，(①)はこの(③)半島の旅順と大連

を清から租借した。 
 



[解答]① ロシア ② ドイツ ③ 遼東 
④ 三国干渉 
 
 
[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 下関条約で日本が獲得した一部の地

域を清に返すように要求してきたの

はどこの国か，3か国答えよ。 
(2) (1)のできごとを何というか。 



(3) (1)によって日本が清に返還した場所

はどこか。①地名を答えよ。②また，

その場所を右の地図のア～エから記

号で選べ。 
 
[解答](1) ロシア，ドイツ，フランス 
(2) 三国干渉 (3)① 遼東半島 ② ア 
 
 



[列強の中国分割] 
[問題](3学期) 
日清戦争後に列強の中国分割が進んだ。

ドイツの勢力範囲は，次の地図の A～E
のどこか。 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]D 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
それまで「ねむれる獅子

し し

」と呼ばれてい

た清
しん

が日清戦争で日本にやぶれ，弱体
じゃくたい

ぶ

りをさらけ出すと，欧米
おうべい

列強
れっきょう

は，中国に

せまって港湾
こうわん

などを租借
そしゃく

し，鉱山の開発

や鉄道の敷設権
ふ せ つ け ん

などのさまざまな利権を

獲得
かくとく

し，中国は半ば植民地化されていっ

た。こうした動きを中国分割
ぶんかつ

という。 
 



※この単元でよく出題されるのは「イギ

リス・フランス・ドイツ」の勢力範囲で

ある。 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 日清戦争後，清の弱体化を見て，列

強は競って清に進出し，鉱山を開発

したり，鉄道を建設したりするなど

の，さまざまな経済上の利権を手に

入れて，右の図のような勢力範囲を

つくっていった。このような動きを

何というか。漢字4字で答えよ。 



(2) 図の A～E は，それぞれどこの国の

勢力範囲か。次の[  ]から選べ。 
[ イギリス ロシア ドイツ 日本 
 フランス イタリア ] 

 
[解答](1) 中国分割 (2)A 日本 
B イギリス C フランス D ドイツ 
E ロシア 
 
 
[義和団事件] 
[問題](2学期中間) 

1899年に「扶清滅洋」を唱える義和団

が蜂起し，翌 1900 年，北京にある列国

の公使館を包囲したが，日本を主力とす

る連合軍はこれを鎮圧した。この事件を

何というか。 



[解答]義和団事件 
[解説] 
列強の中国侵

略に反発して

中国国内では，

1899 年(明治 32
年)に「扶清滅洋

ふ しん めつよ う

」

を唱えた義和団
ぎ わ だ ん

が蜂起
ほ う き

し，1900
年に北京

ぺ き ん

の各国の公使館を包囲
ほ う い

する義和

団事件が起こった。これに対し，日本を

主力とする8か国の約7万人の連合軍が

派遣
は け ん

されてようやくこれを鎮圧
ちんあつ

した。義

和団事件後，ロシアは満州に大軍をとど

めて事実上ここを占領し，さらに韓国へ

の進出を強めた。 
 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「義和団事件」である。「扶清滅洋」もと

きどき出題される。 
 
[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 列強の侵略に対して，中国の民衆が

ある宗教団体を中心に団結し，武装

して立ち上がり，1900年には北京に

ある列強の公使館を包囲した。この

事件を何というか。 
(2) (1)の事件が

起こった北

京を右の地

図のア～オ

から 1 つ選

べ。 



(3) (1)のとき，この団体が唱えたスロー

ガンは何か。漢字4文字で答えよ。 
(4) (1)の事件後も満州に大軍をとどめて

事実上ここを占領し，さらに，韓国

への進出を強めた国はどこか。 
 
[解答](1) 義和団事件 (2) イ 
(3) 扶清滅洋 (4) ロシア 
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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

