
【FdData中間期末：中学歴史：明治】 
 [韓国併合・辛亥革命] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[韓国を保護国化] 
[問題](1学期中間) 

1905 年に日本は韓国を保護国にして

外交権を奪い，ある役所を設置した。こ

れについて，次の各問いに答えよ。 
(1) この役所を何というか。 
(2) 初代統監に就任したのは誰か。 
 
[解答](1) 韓国統監府 (2) 伊藤博文 
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[解説] 
 
 
 
1905 年(明治 38 年)，日露戦争の講和条

約(ポーツマス条約)で，日本は韓国にお

ける優越権をロシアに認めさせた。 
同年，日本は，韓国を保護

ほ ご

国
こく

にして外交

権をうばい，韓国
かんこく

統監府
と う か ん ふ

を置いた。初代

の統監には伊藤
い と う

博文
ひろぶみ

が就任
しゅうにん

した。1907
年には皇帝が退位させられて，軍隊も解

散させられた。韓国の国内ではこうした

動きに対する抵抗運動が広がり，日本に

よって解散させられた兵士たちは農民と

ともに立ち上がった(義兵
ぎ へ い

運動)。これは

日本軍に鎮圧
ちんあつ

されたが，日本の支配に対

する抵抗はその後も続けられた。 



※この単元でよく出題されるのは「韓国

統監府」「伊藤博文」である。「外交権」

「義兵運動」はときどき出題される。 
 
[問題](1学期中間) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 

1905 年，日本は韓国を保護国にして

( ① )権を奪って韓国が単独で他国と

条約を結べないようにした。また，

( ② )という役所を設置し，初代統監

には( ③ )が就任した。日本は韓国皇

帝を退位させると同時に，組織的な抵抗

を防ぐため，軍隊を解散させた。解散さ

せられた朝鮮の兵士のなかには，農民と

ともに武器をとって日本の支配にはげし

く抵抗する者もいた。朝鮮では，これを

( ④ )運動と呼んでいる。 



[解答]① 外交 ② 韓国統監府 
③ 伊藤博文 ④ 義兵 
 
 
[韓国併合] 
[問題](1学期中間) 
 韓国統監府の初代統監の伊藤博文が，

朝鮮人青年の安重根に暗殺された事件の

後，1910年に日本は韓国を植民地とした

が，これについて次の各問いに答えよ。 
(1) このできごとを何というか。 
(2) このできごとの後，朝鮮を支配する

ために韓国統監府にかわって置かれ

た役所を何というか。 
 
[解答](1) 韓国併合 (2) 朝鮮総督府 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
日本は，日露

に ち ろ

戦争
せんそう

後，韓国
かんこく

統監府
と う か ん ふ

を置い

て朝鮮の植民地化を進めた。 
初代の韓国統監になった伊藤

い と う

博文
ひろぶみ

が，朝

鮮人青年の安重根
あんじゅうこん

にハルビン駅で暗殺

された事件の後，1910 年(明治 43 年)に
韓国
かんこく

併合
へいごう

を行った。(幾十(1910)年韓国泣

かせた韓国併合)  
韓国併合について，石川啄木

たくぼく

は「地図の

上朝鮮国に黒々と墨を塗りつつ秋風を聴

く」という歌をうたった。日本は，朝鮮

総督府
そ う と く ふ

を設置して，武力を背景にした朝



鮮支配をおしすすめ，首都の漢
かん

城
じょう

(ソウ

ル)も京城
けいじょう

と改称させた。朝鮮の学校で

は朝鮮史を教えることを禁じ，日本史や

日本語を教えて，日本人に同化させる教

育をおこなった。また，土地の調査を進

め，所有権が明確でない土地を取り上げ

た。 
植民地支配は 1945(昭和 20)年の日本の

敗戦まで続いた。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「韓国

併合」「朝鮮総督府」である。「伊藤博文

の暗殺」「1910年」もよく出題される。 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ハルビン駅で暗殺された韓国統監府

の初代統監は誰か。 
(2) (1)の事件後，日本は韓国を併合した

が，①これを何というか。②また，

それは何年のことか。 
(3) (2)の後，朝鮮を支配するために朝鮮

に置かれた役所を何というか。 
 
[解答](1) 伊藤博文 (2)① 韓国併合 
② 1910年 (3) 朝鮮総督府 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ハルビン駅で，伊藤博文を暗殺した

朝鮮人青年の名前を答えよ。 
(2) 韓国併合について，「地図の上朝鮮国

に黒々と墨を塗りつつ秋風を聴く」

という歌をうたった歌人は誰か。 
(3) 韓国併合後，首都の漢城(ソウル)は何

と改称されたか。 
 
[解答](1) 安重根 (2) 石川啄木 
(3) 京城 
 
 



[問題](2学期中間) 
日本が行った韓国の植民地支配にあて

はまらないものを次のア～エから1つ選

べ。 
ア 日本の植民地支配が，第二次世界大

戦終結の1945年まで続いた。 
イ 学校で朝鮮史を教えることを禁じ，

日本史や日本語を教えて日本人に同

化させようとした。 
ウ 多くの朝鮮人農民に地券を強制的に

わたし，地租を納めさせた。 
エ 朝鮮人を軽蔑し，差別する考えが日

本人のなかに広まった。 
 
[解答]ウ 
 
 



[問題](2学期期末) 
日本が朝鮮で行った植民地政策として

同化政策がある。「学校」「朝鮮の文化や

歴史」「日本史」「日本語」という語句を

使って，その内容を説明せよ。 
 
[解答]学校で朝鮮の文化や歴史を教える

ことを禁じ，日本史や日本語を教え，日

本人に同化させる教育を行った。 
 



[孫文の三民主義] 
[問題](前期中間) 
三民主義を唱え，清を倒して民族の独

立と近代国家建設をめざす革命運動の中

心となった人物は誰か。 
 
[解答]孫文 
[解説] 
中国では帝国

ていこく

主義
し ゅ ぎ

列強
れっきょう

の

圧迫
あっぱく

に対抗す

る動きが強まり，清
しん

を倒して民族の独立

と近代国家建設をめざす運動が起こった。

その中心となったのは，三民主義
さ んみ んしゅ ぎ

(民族
みんぞく

主

義・民権
みんけん

主義・民生
みんせい

主義)を唱
とな

える孫
そん

文
ぶん

で

あった。 
 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「孫文」である。「三民主義」もよく出題

される。 
 
 
[問題](2学期中間) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
中国では (  ① )主義を唱えた

( ② )が中心となり，1911年に辛亥革

命が起こった。 
 
[解答]① 三民 ② 孫文 
 



[問題](2学期期末) 
 孫文の三民主義について，次の①～③

にあてはまる語句を漢字1字でそれぞれ

答えよ。 
・民( ① )主義･･･民族が独立すること。 
・民( ② )主義･･･民衆が政治に参加す 

ること。 
・民( ③ )主義･･･民衆が生きていくの 

に必要なものを政府 
が用意すること。 

 
[解答]① 族 ② 権 ③ 生 
 
 



[辛亥革命と中華民国の成立] 
[問題](前期期末) 

1911年，中国で軍隊の反乱をきっかけ

に辛亥革命がおこり，翌 1912 年に孫文

を臨時大総統とし，南京を首都とする国

が建国された。この国の名前を答えよ。 
 
[解答]中華民国 
[解説] 
 
 
 
 
 
1911 年(明治 44 年)，長江上流域で起き

た民衆の反政府運動に応じて，武
ぶ

昌
しょう

(
武漢
ぶ か ん

)で軍隊が反乱を起こすと，革命運動



は全国に広がり，多くの省が清からの独

立を宣言した。翌年，各省の代表者から

支持されて孫
そん

文
ぶん

が臨時
り ん じ

大総統
だいそうとう

となり，

南京
なんきん

を首都とする，アジアで最初の共和

国である中華
ちゅうか

民国
みんこく

が建国された。これを

辛亥
しんがい

革命
かくめい

という。 
(辛亥の三民主義は一句いい(1911)) 清

の実力者であった袁世凱
えんせいがい

は孫文と手を結

び，清の皇帝を退位させたため，清はほ

ろびた。その後，袁世凱は，孫文から大

総統の地位をゆずり受け，首都を北京に

移し，革命勢力をおさえて独裁的な政治

を行った。しかし袁世凱の死後，中国は

各地に勢力を持つ軍閥
ぐんばつ

によって，ばらば

らに支配された。 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「孫文」「辛亥革命」「中華民国」である。 



[問題](2学期中間) 
 以下の各問いに答えよ。 
(1) 1911年，中国で軍隊の反乱をきっか

けに起こった革命を何というか。 
(2) (1)の革命の翌年に建国された国を何

というか。 
(3) (1)の革命の中心人物で，(2)の国の臨

時大総統となったのは誰か。 
 
[解答](1) 辛亥革命 (2) 中華民国 
(3) 孫文 
 



[問題](1学期中間) 
 次の文の①～⑤に適語を入れよ。 

1911年に中国で( ① )革命がおこり，

翌年，( ② )が臨時大総統となり，南

京を首都とする，アジアで最初の共和国

である( ③ )が建国された。( ④ )
の実力者であった( ⑤ )は(②)と手を

結び，( ④ )の皇帝を退位させたため，

(④)はほろんだ。 
 
[解答]① 辛亥 ② 孫文 ③ 中華民国 
④ 清 ⑤ 袁世凱 
 
 



【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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