
【FdData中間期末：中学歴史：明治】 
 [日英同盟・日露戦争] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[日英同盟] 
[問題](1学期中間) 
ロシアは義和団事件の後も大軍を満州

にとどめて事実上占領し，さらに韓国へ

の進出を強めた。ロシアの勢力拡大を見

て，韓国での優位を確保したい日本と，

清での利権の確保に日本の軍事力を利用

したいイギリスとは，ロシアに対抗する

ために 1902 年に同盟を結んだ。何とい

う同盟か。 
 
[解答]日英同盟 
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[解説] 
 
 
 
 
 
義和団
ぎ わ だ ん

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
せんりょう

し，韓国への進

出を強めた。 
当時の日本政府は，朝鮮半島がロシアの

支配下に入ってしまえば，次は日本自体

が危うくなるという危機感を持っていた。

また，ロシアの清への進出は，イギリス

が清にもつ権益
けんえき

も危うくするものであっ

たので，イギリスは日本へ接近し，同盟
どうめい

の

締結
ていけつ

をもちかけた。政府部内では，強大

なロシアと戦火を交えることは避けたい



と満韓
まんかん

交換
こうかん

(満州はロシア，韓国は日本)
でロシアとの妥協

だきょう

をはかりたいとする伊

藤博文などの考えもあったが，軍事力に

自信を持つロシアはこれに応じる様子は

なかった。そこで，政府はイギリスと手

を結んでロシアの動きに対抗することを

決し，1902 年(明治 35 年)に日英
にちえい

同盟
どうめい

が

締結
ていけつ

された。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「日英

同盟」「ロシアの東アジアへの進出に対抗

するため」である。「イギリス」もよく出

題される。 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
日清戦争後の列強の中国分割に対し，

1899 年に( ① )事件が起きた。(①)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，朝鮮半島へも勢力を

のばそうとしていた。ロシアの清への進

出は，( ② )(国名)が清にもつ権益も危

うくするものであったので，(②)は日本

へ接近し，ロシアの東アジアへの進出に

対抗する目的で，1902年に( ③ )同盟

が締結された。 
 
[解答]① 義和団 ② イギリス 
③ 日英 
 
 



[問題](3学期) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 1902年，日本はある国と同盟を結ん

だ。この国の名前を答えよ。 
(2) (1)の国と日本が結んだ条約を何と

いうか。 
(3) (1)の国が日本と同盟を結んだ理由

を次の中から1つ選べ。 
ア アメリカのアジア進出に備える

ため。 
イ 支配に抵抗する中国の民衆をお

さえるため。 
ウ ロシアの東アジアへの進出に対

抗するため。 
エ 日本への輸出を増やすため。 

 
[解答](1) イギリス (2) 日英同盟 
(3) ウ 



[問題](1学期期末) 
日英同盟が結ばれた理由を「ロシア」

「東アジア」という語句を使って簡単に

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。 
 
 



[日露の対立をめぐる列強の関係] 
[問題](1学期中間) 
 図は日露戦争をめぐる列強の関係を表

している。次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 日本が立ち向かおうとしている人物

Aは何という国を表しているか。 
(2) 日本の背中を押している人物Bは何

という国を表しているか。 
(3) 右端の人物Cは日本に戦費を貸して

くれた国を示している。国名を答え

よ。 



[解答](1) ロシア (2) イギリス 
(3) アメリカ 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
図は日露

に ち ろ

戦争
せんそう

の風刺画
ふ う し が

である。Aのロシ

アに日本が立ち向かい，Bのイギリスが

日本を後押ししている様子がえがかれて

いる。イギリスは中国の長江
ちょうこう

流域を勢力

範囲にしていたが，満州
まんしゅう

をおさえ，さら

に南下しようとしていたロシアに対抗す

るため，日本と1902年(明治35年)に日英
にちえい

同盟
どうめい

を結んだ。Cは満州への経済的進出



を模索
も さ く

していたアメリカで，ロシアの満

州侵略に対抗するため戦費を日本に貸し

た。 
 
※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，ロシア，イギリ

ス，アメリカ)をさすか」という問題であ

る。 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 図は何という戦争の風刺画か，その

戦争の名前を答えよ。 
(2) 図の中の a，b，c にあたる国名を答

えよ。 
 
 
 
 
 
 
[解答](1) 日露戦争 (2)a 日本 
b ロシア c イギリス 
 
 



[問題](1学期中間) 
次の資料について，図中のA～C にあ

てはまる国を，次の[  ]からそれぞれ

選べ。 
[ ロシア イギリス オランダ 
 イタリア アメリカ ] 
 
 
 
 
 
 
[解答]A アメリカ B イギリス 
C ロシア 



[日露戦争] 
[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1904 年に日本とロシアとの間で始

まった戦争は何か。 
(2) (1)の戦争に反対し，「君死にたまふこ

となかれ」という詩を発表した人物

は誰か。 
 
[解答](1) 日露戦争 (2) 与謝野晶子 
[解説] 
 
 
 
 
 
 



1904年，日本とロシアの間で日露
に ち ろ

戦争
せんそう

が

始まった。「あゝ をとうとよ君を泣く 

君死にたまふことなかれ･･･」という詩を

よんだ与謝野
よ さ の

晶子
あ き こ

，キリスト教徒の内村
うちむら

鑑
かん

三
ぞう

，社会主義者の幸
こう

徳
とく

秋水
しゅうすい

などは戦争

に反対の声をあげたが，当時の新聞など

は威勢
い せ い

のいい主戦論を書き立てていた。

政府は巨大な軍事力をもつロシアと戦う

ことには慎重で，何度もロシアと交渉を

重ねた。しかし，ロシアとの間に妥協は

成立せず，こうして，1904 年(明治 37
年)に日露

に ち ろ

戦争が始まった。(引くをよし

(1904)て開戦決定日露戦争) 日本軍は

苦戦を重ねつつも戦局を有利にすすめ，

日本海海戦でも勝利をおさめた。しかし，

日本の戦力は限界に達し，ロシアでも革

命が起こるなど，両国とも戦争の継続
けいぞく

が

困難になった。 



※この単元で出題頻度が高いのは「日露

戦争」「与謝野晶子」である。「1904 年」

「内村鑑三」「幸徳秋水」もときどき出題

される。 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
 1904年，日本とロシアの間で( ① )
が始まった。日本国内では主戦論が圧倒

的多数であったが，「あ  ゝ をとうとよ君

を泣く･･･」という詩をよんだ( ② )，
キリスト教徒の( ③ )，社会主義者の

( ④ )などは戦争に反対の声をあげた。

日本軍は苦戦を重ねつつも戦局を有利に

すすめ，1905年の( ⑤ )海戦で圧倒的

な勝利をおさめた。しかし，日本の戦力

は限界に達し，ロシアでも革命が起こる

など，両国とも戦争の継続が困難になっ

た。 
 
[解答]① 日露戦争 ② 与謝野晶子 
③ 内村鑑三 ④ 幸徳秋水 ⑤ 日本海 



[ポーツマス条約] 
[問題](前期期末) 

1905年，アメリカの仲介で講和会議が

開かれ，ロシアは，韓国における日本の

優越権を認め，旅順，大連の租借権，長

春以南の鉄道の利権を日本にゆずりわた

し，北緯 50 度以南の樺太を割譲するな

どを取り決めた講和条約が結ばれた。こ

の講和条約の名前を答えよ。 
[解答]ポーツマス条約 
[解説] 
 
 
 
 
 
 



1905年(明治38年)，アメリカの仲介
ちゅうかい

に

よってアメリカの都市ポーツマスで講和
こ う わ

会議
か い ぎ

が開かれ，ポーツマス条約が結ばれ

た。このときの日本の全権は外務大臣の

小村
こ む ら

寿
じゅ

太郎
た ろ う

であった。この条約で，ロシ

アは，1) 韓国における日本の優越権
ゆうえつけん

を認

める，2) 旅
りょ

順
じゅん

・大連
だいれん

の租借権
そしゃくけん

，長春
ちょうしゅん

以

南の鉄道の利権
り け ん

を日本に譲
ゆず

る，3) 北緯

50 度以南の樺太
からふと

を日本に譲る，4) 沿海

州，カムチャツカ半島沿岸の日本の漁業

権を認める，ことを決めた。しかし，賠償
ばいしょう

金
きん

を得ることはできなかった。 
※この単元で特に出題頻度が特に高いの

は「ポーツマス条約」である。「樺太の南

半分」「韓国における日本の優越権」「旅

順・大連の租借権」「アメリカの仲介」も

よく出題される。 



[問題](前期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 日露戦争の講和条約は何か。 
(2) 次の文は(1)の条約の内容である。文

中の①，②に適する語句を下の[  ]
からそれぞれ選べ。 
ロシアは，( ① )における日本の

優越権を認め，長春以南の鉄道利権

や旅順・大連の租借権を日本に譲り

渡した。また，北緯 50 度以南の

( ② )の割譲を認めた。 
[ 樺太 韓国 香港 台湾 ] 

 
[解答](1) ポーツマス条約 (2)① 韓国 
② 樺太 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
 1905 年，( ① )(国名)の仲立ちで日

露戦争の講和会議が開かれ，( ② )条
約が結ばれた。この条約で，日本は

( ③ )の南半分を獲得し，( ④ )にお

ける優越権，( ⑤ )と大連の租借権，

長春以南の鉄道の利権，沿海州，カムチ

ャツカ半島沿岸の漁業権を得たが，賠償

金を得ることはできなかった。 
 
[解答]① アメリカ ② ポーツマス 
③ 樺太 ④ 韓国 ⑤ 旅順 
 
 



[問題](3学期) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 日露戦争の講和会議を仲介したのは

何という国か。 
(2) この講和会議で結ばれた条約の名前

を答えよ。 
(3) この講和会議における日本側の全権

は誰か。 
(4) (2)の条約の内容について，次の①～

⑤に適語を入れよ。 
・( ① )での日本の優越権を認め

る。 
・遼東半島の要地である( ② )，
( ③ )の租借権を日本へ譲る。((②
と③は順不同)) 
・沿海州，カムチャツカ半島沿岸の

日本の( ④ )権を認める。 



・北緯50度以南の( ⑤ )を日本へ

譲る。 
 
[解答](1) アメリカ (2) ポーツマス条約 
(3) 小村寿太郎 (4)① 韓国 ② 旅順 
③ 大連(②と③は順不同) ④ 漁業 
⑤ 樺太 
 
 
[日比谷焼き打ち事件] 
[問題](3学期) 
ポーツマス条約が結ばれると，日本で

は日比谷焼き打ち事件などの暴動が起こ

った。その理由は，何が得られなかった

からか。漢字3字で答えよ。 
 
[解答]賠償金 



[解説] 
 
 
 
戦争中の増税といった負担や，戦争によ

る犠牲
ぎ せ い

に苦しむ国民は，ロシアから賠償
ばいしょう

金
きん

を得ることを強く求めた。しかし，ポ

ーツマス条約で賠償金が得られないこと

が分かると，国民は激しく政府を攻撃し，

東京では，日比谷
ひ び や

焼き打ち事件が起こっ

た。 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「賠償金を取れなかったから」である。

「日比谷焼き打ち事件」の出題頻度も高

い。 
 



[問題](前期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 日露戦争の講和条約であるポーツマス

条約が結ばれると，戦争の犠牲の大きさ

に比べて，( ① )金が取れないなど日

本の得た権益が少なかったとして，各地

で講和反対集会が開かれ，東京で

( ② )事件が起こった。 
 
[解答]① 賠償 ② 日比谷焼き打ち 
 
 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 日露戦争の講和条約は何か。 
(2) (1)の講和条約に対して，国民の不満

が高まり，東京ではある事件が起き

た。何という事件か。 
(3) (2)のように国民の不満が高まったの

はなぜか。その理由を15字以内で簡

単に説明せよ。 
 
[解答](1) ポーツマス条約 (2) 日比谷

焼き打ち事件 (3) 賠償金が得られなか

ったから。 
 



[満鉄の設立など] 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ポーツマス条約により南満州での勢

力を確保した日本は鉄道会社を設立

するが，この鉄道会社の名前を答え

よ。 
(2) (1)は満州での利権を独占していった。

このため，日本は，満州への進出の

機会をうかがっていたある国と対立

するようになっていった。ある国と

はどこか。 
 
[解答](1) 南満州鉄道株式会社(満鉄) 
(2) アメリカ 



[解説] 
日露戦争後，日本は，ポーツマス条約で

得た利権をもとに半官半民の南満州鉄道

株式会社(満鉄)を設立した。日露戦争で

戦費を日本に貸したり，講和会議を仲介

したりしたアメリカは，長春・旅順間の

鉄道を日米共同経営にすることを提案し

てきたが，日本はこれを拒否し，満州に

おける経済的な利権を独占した。 
アメリカが日露戦争で日本に好意的な立

場を取ったのは，ロシアが満州を独占的

に支配することをおさえ，将来，満州へ

の経済進出をはかるためであったが，そ

の期待が裏切られる形になった。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「南満

州鉄道株式会社(満鉄)」である。 
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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

