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[要点] 

(1) 17世紀半ばのイギリスで，クロムウェルを指導者とするピューリタン革命(清教徒
せいきょうと

革

命)がおこり，議会が王をとらえて処刑し，共和制
きょうわせい

をしいた。さらに，1688年，名誉
め い よ

革命がおこり，権利章典
しょうてん

を定めて国王に国民の権利と自由を尊重することを約束さ

せた。 
(2) イギリスの植民地だったアメリカは，独立を求めて独立戦争をおこし，1776年に独

立宣言を発表した。フランスでは，1789年にフランス革命がおこり，国民議会は人

権宣言を発表した。その後，ナポレオンが出て皇帝の地位につき，ヨーロッパ全土

をしたがえたが，ロシア遠征に敗れて失脚した。 
(3) イギリスでは，18世紀後半，ワットによる蒸気機関の改良などにより産業革命がお

こり，「世界の工場」と呼ばれた。こうして資本主義が成立したが，労働者は労働

組合をつくって資本家に対抗し，社会主義の考えも生まれた。 
(4) アメリカでは，北部出身のリンカーンが大統領になると，南部は独立を宣言し，1861

年に南北戦争がおこった。戦争中，リンカーンは奴隷
ど れ い

解放
かいほう

宣言
せんげん

を出した。ドイツで

は，プロシアの宰相
さいしょう

ビスマルクが中心となって，1871年ドイツ帝国を成立させた。 
 
[要点確認] 
(1) 17世紀半ばのイギリスで，(    )を指導者とする(    )革命がおこり，議会

が王をとらえて処刑し，共和制
きょうわせい

をしいた。さらに，1688年，(    )革命がおこ

り，(    )を定めて国王に国民の権利と自由を尊重することを約束させた。 
(2) イギリスの植民地だったアメリカは，独立を求めて(      )戦争をおこし，1776年

に(      )宣言を発表した。フランスでは，1789年に(       )革命がおこり，国民

議会は(      )宣言を発表した。その後，(       )が出て皇帝の地位につき，ヨー

ロッパ全土をしたがえたが，ロシア遠征に敗れて失脚した。 
(3) イギリスでは，18世紀後半，ワットによる蒸気機関の改良などにより(      )革命

がおこり，「世界の工場」と呼ばれた。こうして資本主義が成立したが，労働者は

労働組合をつくって資本家に対抗し，(      )主義の考えも生まれた。 
(4) アメリカでは，北部出身の(       )が大統領になると，南部は独立を宣言し，1861

年に(      )戦争がおこった。戦争中，リンカーンは(       )宣言を出した。ドイ

ツでは，プロシアの宰相
さいしょう

ビスマルクが中心となって，1871年(        )を成立さ

せた。 
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[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) イギリスやフランスなどでおこなわれた，国王が大きな力をもった政治を何という

か。 
(2) 16 世紀のイギリスで，スペインの艦隊を破り，東インド会社を設立してアジアへ進

出し，(1)の黄金時代を築いた女王はだれか。 
(3) 17 世紀半ば，イギリスで(A  )を指導者とする(B  )革命がおこり，議会が王を

とらえて処刑し，共和制をしいた。 
(4) 1688 年，イギリスで(      )革命がおこり，市民社会にふさわしい議会政治の基礎

が固まった。 
(5) (4)のときに，国王に国民の権利と自由を尊重することを約束させたが，この約束を

まとめたものを何というか。 

[解答](1) 絶対
ぜったい

王政
おうせい

 (2) エリザベス一世 (3)A クロムウェル B ピューリタン(清教徒
せいきょうと

) (4) 名誉 (5) 権利章典
しょうてん

 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

(1) イギリスの植民地
しょくみんち

だったアメリカは，独立を求めて 1775 年に戦いを始めた。これ

を何というか。 
(2) (1)のとき総司令官となり，後に初代大統領になった人物は誰か。 
(3) 1776 年に出された宣言は何か。 

[解答](1) 独立戦争
どくりつせんそう

 (2) ワシントン (3) 独立宣言
どくりつせんげん

 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) アメリカはどこの植民地だったか。 
(2) 独立戦争のとき，イギリスに対抗するためにアメリカを支援した国はどこか。 
(3) 18 世紀の中ごろアメリカの州の数はいくつだったか。 

(4) 独立宣言
どくりつせんげん

が出されたのは何年か。 
(5) 独立戦争に勝ったアメリカは，人民主権，連邦制，三権分立を柱に民主的な憲法を

定めた。この憲法を何というか。 

(6) (5)の憲法には，三権分立
さんけんぶんりつ

が取り入れられた。三権分立を唱えた思想家は誰か。 



[解答](1) イギリス (2) フランス (3) 13 (4) 1776 年 (5) 合衆国憲法 (6) モンテス

キュー 

 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 17世紀のフランスの国王で，ベルサイユ宮殿をつくったのは誰か。 
(2) 1789 年にフランスでおこった革命は何か。 

(3) (1)の革命は民衆がパリ郊外の牢獄
ろうごく

を襲撃したことから始まった。この牢獄は何とい

うか。 
(4) (1)の革命で処刑された国王は誰か。 
(5) (1)のとき，国民議会は，基本的人権や思想・言論の自由など，国民の権利を定めた

宣言を発表した。この宣言を何というか。 
(6) 「社会契約論」を著しフランス革命に影響を与えた思想家は誰か。 

(7) (1)の後，頭角をあらわして皇帝
こうてい

の地位につき，ヨーロッパ全土をしたがえた人物は

誰か。 

(8) (7)の遠征
えんせい

によってヨーロッパ諸国の人々の間に広まった思想は何か。 
[解答](1) ルイ14世 (2) フランス革命 (3) バスチーユ牢獄

ろうごく

 (4) ルイ16世 (5) 

人権宣言
じんけんせんげん

 (6) ルソー (7) ナポレオン (8) 自由・平等の思想 
 
 
[問題] 
次は何という宣言か。また，何という市民革命のときに出されたものか。 

A 「人間はすべて平等に作られ，生命・自由・幸福を求める権利を神から与えられてい

る」 
B 「人は生まれながらにして，自由かつ平等な権利を持っている」 
C 「国王は，国会の承認なしに法律を停止する権限があると称しているが，それは違法

である」 

[解答]A アメリカ独立宣言
どくりつせんげん

，独立戦争
どくりつせんそう

 B 人権宣言
じんけんせんげん

，フランス革命 C 権利章典
しょうてん

，名誉

革命 

 
 
 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 18 世紀に機械の発明や改良により工場制機械工業が始まり，今までの社会のしくみ

が一変していく。このことを何というか。 
(2) (1)の変革が最初におこったのは何という国か。 
(3) 19 世紀に(1)の国は，その繁栄ぶりから何と呼ばれたか。 

[解答](1) 産業革命
さんぎょうかくめい

 (2) イギリス (3) 世界の工場 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

(1) 産業革命
さんぎょうかくめい

がおこったのはいつ頃か。 
(2) 産業革命はどのような産業から始まったか。 
(3) イギリスの産業革命の結果，綿織物の輸出国から輸入国にされたのは何という国か。 

(4) 蒸気機関
じ ょ うき きか ん

を改良した人は誰か。 
(5) 産業革命によって，生産の仕組みが(A   )工業から(B   )工業になった。 
[解答](1) 18 世紀後半 (2) 綿織物業 (3) インド (4) ワット (5)A 工場制手 B 工
場制機械 

 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 産業革命のころの社会のようすを表すものとして，正しいものを次から 2 つ選べ。 

ア 工場で働く労働者の生活は楽になり，豊かな生活が送れるようになった。 
イ 農業の発達で，農村の人口が増加した。 
ウ 労働災害や貧富の差をめぐる社会問題が生じた。 
エ 農村から都市へ人口が移動した。 

(2) 資本家
し ほ ん か

が労働者を使って，利益を目的に商品を生産するしくみを何主義というか。 
(3) 労働者は苦しい労働条件を自ら改善しようとして(A   )を結成し，さらに，理想

の共同体をめざす(B      )主義の考えも生まれた。 
(4) 「資本論」や「共産党宣言」を著した経済学者は誰か。 

[解答](1) ウ，エ (2) 資本主義
し ほ ん し ゅ ぎ

 (3)A 労働組合 B 社会 (4) マルクス 
 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) アメリカでは綿花栽培などに黒人奴隷を使っていたが，これらの黒人はどの地域か

ら連れてこられていたか。 
(2) 綿花栽培の労働力確保の必要から奴隷制維持を主張したのは南部か，北部か。 
(3) 19 世紀の後半アメリカで内戦がおこった。何か。 
(4) (3)が始まったのは何年か。 
(5) (3)がおこったときの大統領は誰か。 
(6) (5)の大統領が出した宣言は何か。 
(7) (5)の大統領は民主主義政治について有名な言葉を述べた。それを書け。 

[解答](1) アフリカ (2) 南部 (3) 南北戦争
なんぼくせんそう

 (4) 1861 年 (5) リンカーン(リンカン) 
(6) 奴隷解放宣言

どれいかいほうせんげん

 (7) 人民の，人民による，人民のための政治 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

(1) ドイツは 1871 年にプロシアを中心に統一されたが，このとき活躍し，鉄血宰相
てっけつさいしょう

と

呼ばれた人物は誰か。 
(2) ドイツ帝国は，どんな国家をめざしていたか。簡単に説明せよ。 
(3) 1853 年，ロシアはイギリス・フランスと戦って敗れたが，この戦いを何というか。 
[解答](1) ビスマルク (2) 工業化の進んだ軍事大国 (3) クリミア戦争 
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