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3年１学期末考査 日本史B 問題用紙

Ⅰ、空欄にいれるべき適語を記せ。また下線部について問いに答えよ。

南西諸島では、15世紀沖縄本島を中心とした独立国が成立、歴代の中国王朝との[ 1 ]関係を基礎に、

アジア諸国間の中継貿易で繁栄していた。しかし17世紀初頭、幕府の許可を得た[ 2 ]藩が侵攻、沖縄はその

支配下にもおかれ、以後、日本と中国双方に属する状態になった。①国境確定を急ぐ明治政府はこの地を日本

領に組み入れようとし、1872年にはこの王国を藩と位置づけ、,1879年軍事力でこの地を日本に併合した。こういっ

た一連の措置を[ 3 ]とよぶ。また、これにかかわって、1874年、②台湾出兵を行った。

＜設問＞

①ロシアとの国境をめぐる動きを示した下の文中の空欄に適語を入れよ。

1854年の日露和親条約ではエトロフ島以南の[ A ]列島が日本領とされ、[ B ]は日露雑居の地とされていた

が、1875年[A][B]交換条約で両国の間の国境が明確となった。
②台湾出兵とかかわって、誤りを含むものを１つ選び記号で記せ。

(ｱ)琉球の漁民が、台湾の先住民に殺害されたことが原因である

(ｲ)日本政府は、琉球人は日本人であると主張して、清側に謝罪を求めた。

(ｳ)日本政府は、これをきっかけに琉球とともに台湾をも日本領に組み入れようという思いがあった。

(ｴ)近代日本の海外出兵はこのときが最初である。

Ⅱ、文中の[ ]に適語をいれよ。なお、語群の中に適語があるときは、それを用いよ。

また下線部についての設問に答えよ。

1873年、①征韓論争に敗れた板垣退助ら元参議たちは、1874年政府へ[ 1 ]を提出、国会設立を求めた。その

後、板垣らは1874年高知で[ 2 ]を設立、自由民権運動が本格化した。政府は讒謗律や[ 3 ]条例などで弾圧する

一方、②大阪会議を開き運動の沈静化につとめた。

この運動は当初[ 4 ]中心の運動であったが、しだいに③豪農や市民らの参加がすすみ、全国でつぎつぎと政

社が設立され、日本中が運動に沸き立つようになった。こうした動きは政府部内の深刻な対立もまきおこし、④明治

１４年の政変を引き起こすにいたる。これをうけ、⑤自由党や立憲改進党などの政党も成立された。

1881年に就任した[ 5 ]大蔵卿は⑥厳しい財政再建策を実施、その結果、日本はきびしい不況におちいり、自由民

権運動の影響をうけた農民たちも参加して激化事件が多発するようになり、1884年には⑦秩父事件も発生した。しかし

こうした運動の過激化は、⑧豪農たちの自由民権運動への意欲を失わせ、運動の分裂・衰退を引き起こした。

国会開設が近づくと民権派の間で［ 6 ］がはかられ、1889年には条約改正交渉をきっかけに⑨三大事件建白運

動が盛り上がり、政府は［ 7 ］条例で弾圧をはかった。

集会 保安 新聞紙 大同団結 公武合体 立志社 国会期成同盟

＜設問＞

①征韓論とそのころの様子を説明した以下の文章のうち、誤りを含むものを指摘せよ。

(ｱ)岩倉具視を正使とする使節を欧米に派遣、かわって西郷隆盛らを中心とする留守政府が作られた。

(ｲ)留守政府は、朝鮮の植民地をめざし、朝鮮出兵を決定しようとした。

(ｳ)内治重視をかかげた大久保利通らは征韓論に強く反対、結局、この議論は取り入れられなかった。

(ｴ)この論争で破れた西郷や江藤新平、板垣退助らは参議を辞職した。

②大阪会議ではどのようなことが決められたのか。正しいものを１つ選べ。

(ｱ)征韓論の実行を約束した。

(ｲ)大久保利通らこれまでの政府高官が一斉に退陣することをきめた。

(ｳ)江藤新平や板垣退助らの政府への復帰をきめた。

(ｴ)漸次立憲政体樹立の詔をだして、国会開設・憲法制定への方向をうちだした。

(ｵ)自由民権派への弾圧をいっそう強化することを決めた。
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③豪農らはなぜこの運動に積極的に参加していったのか。その気持ちを考えて記せ。

④明治十四年の政変およびそれにつづくこの年の動きについて、正しく記したものを選び記号を記せ。

(ｱ)後藤象二郎の開拓使官有物払下問題への国民の反発がきっかけとなった。

(ｲ)大久保利通とともに当時の政府をリードしていた大隈重信は政府をおわれる。

(ｳ)１０年後の国会開設が勅諭というかたちで確認された。

(ｴ)太政官制を廃止し、内閣制度が開始された。

⑤以下の説明文を（ A)自由党 (B)立憲改進党 (C)いずれでもない のいずれかに分類しなさい。

（４つの文とも分類すること）

(ｱ)農村の地主・豪農を中心的な支持者としていた。

(ｲ)フランス的な急進自由主義に基づき、政治の根本的な改革をめざした。

(ｳ)急進的な改革を否定し、穏健な改良によるイギリス流の議院内閣制を目標とした。

(ｴ)政府を支持する目的で結成された。

⑥この時期の経済政策を記した以下の文の空欄に入れるべき適語を語群より選び記号で記せ。

西郷隆盛らが起こした[ A ]鎮圧には大量の戦費を要し、政府はやむなく大量の不換紙幣を濫発した。このためは

げしい[ B ]が発生、政府の歳入は大きく減少した。これに対し、この大蔵卿は、国民に大幅な増税を課す一方で、

大幅な歳出削減を実施するという[ C ]政策で、最終的には[ D ]本位制を実現した。この過程で、日本は深刻な

不況におちいり、多くの農民が土地を失ない、都市に流出するものも増加した。

(ｱ)戊辰戦争 (ｲ)インフレ (ｳ)デフレ (ｴ)西南戦争 (ｵ)佐賀の乱 (ｶ)金 (ｷ)銀

⑦秩父事件にかかわって記した以下の文にあやまりを含むものを１つ選び記号で記せ。

(ｱ)秩父地方では、開港以来、主要な産業である養蚕業が急速に没落していった。

(ｲ)貧困がすすむなか、農民たちは民権運動の影響を受けて困民党や借金党などを結成し始めた。

(ｳ)反乱を起した農民たちは警察や郡役場・高利貸などを襲撃した。

⑧こうした背景には、こうした不景気の中で豪農がしだいに性格をかえてきたことが指摘される。そのことを記した以下の

文の空欄に適語を入れよ。

不況による農産物価格の[ A]は豪農たちから農業経営への意欲を奪った。かわって、豪農は不況により安くなった
[ B ]を集め、それを[ C ]農民たちに貸し出して高額の[C]料を得るという寄生[ D ]化がすすんでいった。

(ｱ)上昇 (ｲ)下落 (ｳ)土地 (ｴ)株 (ｵ)小作 (ｶ)地主

⑨三大事件とは何をさすのか。含まれていないものを１つ選び、記号で記せ。

(ｱ)外交失策の挽回 (ｲ)普通選挙の実施 (ｳ)地租軽減 (ｴ)言論集会の自由

Ⅲ《 》は自分で考え、［ ］内は語群から選び記号で、それぞれ適語を記せ。また下線部

について設問に答えよ。

政府は国会開設に向けて伊藤博文をヨーロッパに派遣、①シュタインやグナイストなどにドイツ流の憲法理論を学ま

せた。かれは日本に帰ると金子堅太郎や井上毅、顧問ロエスレルらとともに憲法草案を起草、[ 1 ]で審議したのち、

1889年２月11日［ 2 ］憲法として発布された。

この憲法は、②天皇が作り国民に与えるという［ 3 ］憲法として制定された。国民は天皇につかえる［ 4 ］と位

置づけられ、人権も制限された。国民が政治への直接参加する機会は[ 5 ]議員の選挙だけに限られ、③選挙

権も全人口の１％程度に限定され、議会でも④華族などからなる貴族院と同一権限しか与えられなかった。宣戦

・講和権は天皇の大権とされ、陸海軍を指揮命令する［ 6 ］権には内閣や議会も関与できないものとされていた。

⑤憲法に規定されない機関も多く存在し、実際の政治の多くは憲法の外で動かされていた。

(ｱ)私擬 (ｲ)国定 (ｳ)欽定 (ｴ)衆議院 (ｵ)参議院 (ｶ)裁判所 (ｷ)枢密院 (ｸ)内閣 (ｹ)統帥

(ｺ)官僚 (ｻ)奴隷 (ｼ)臣民 (ｽ)大日本帝国 (ｾ)日本国
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＜設問＞

①どのような憲法理論であったのか、もっとも適切なものを選べ。

(ｱ)君主の権限を議会や内閣より上位におくべきだという内容。

(ｲ)議会や国会は君主にとって危険であり、設置すべきでないという内容

(ｳ)国民と君主が協力し合って政治を進めていくべきであるという内容。

(ｴ)国民主権を定め、その権利を第一に考えるという内容。

②この憲法において天皇はどのような位置づけがされたのか、誤りを含むものを１つ選び記号で記せ。

(ｱ)天皇の存在は神聖なもので、決して侵してはならない。

(ｲ)この国は神の世から絶えることなく続いている天皇が統治する国である。

(ｳ)天皇は国民統合のシンボルである。

(ｴ)天皇は憲法の条規に従って統治を行う。

③この議院の選挙権が得られたのはどのような人か、下から選び記号で記せ。

(ｱ)かつての武士や公家などの身分を有するもの。

(ｲ)２５歳以上のすべての男子。

(ｳ)戸籍によって、それぞれの家の家長（戸長）として記載されていたもの。

(ｴ)一定額以上の直接税を納める２５歳以上の男子。

(ｵ)天皇によって任命された人々。

④華族は明治になって新しく作られた身分であったが、1884年の華族令によって新たな人々が組み込まれた。それ

はどのような人々か、１つ選べ。

(ｱ)明治維新の功績者 (ｲ)かつての藩主 (ｳ)公家 (ｴ)天皇の親戚 (ｵ)かつての武士

⑤実際に明治期から大正期にかけて日本の政治を動かしていたのはどのような人々であったのか、もっとも妥当と考

えるものを選び、記号で答えよ。

(ｱ)天皇 (ｲ)かつての藩主や公家 (ｳ)軍隊のエリート (ｴ)薩長出身者を中心とする幕末以来のリーダー

(ｵ)特定の思想で固められた秘密結社

Ⅳ、［ ］内に適語を記せ。また下線部の設問に答えよ。

1875年、日本は[ 1 ]事件をきっかけに、朝鮮に①不平等条約を強要、以降、日本の朝鮮進出は急速にす

すんだ。これを背景に、１８８２年、軍の一部は親日路線をとる政府に対し[ 2 ]軍乱をおこした。この事件によって

[ 3 ]を中心とする朝鮮政府は清に接近、日本は1884年急進改革派の[ 4 ]らにクーデタを起させたが、再び

清に鎮圧され、②日清の関係は急速に悪化した。

１８９４年、朝鮮南部で[ 5 ]農民戦争が発生すると、朝鮮政府は清に派兵を依頼、日本も出兵した。日本

側の強引なやりかたにひきずられるなか、ついに[ 6 ]戦争が発生した。戦争では機動性にまさる日本が勝利、

翌年４月[ 7 ]条約が締結された。条約において、清国は、領土割譲、多額の賠償金支払いなどを認めた。

しかし、日本の勢力拡大をきらった[ 8 ]は他の国を誘って、日本が獲得した[ 9 ]半島の返還を要求、日

本もこれに応じた。また[ 10 ]では住民が植民地化に激しく抵抗したため、日本は軍隊を送り、約一年の時間を

かけてこれを鎮圧した。

(ｱ)ロシア (ｲ)イギリス (ｳ)アメリカ (ｴ)ポ－ツマス(ｵ)台湾 (ｶ)下関 (ｷ)遼東 (ｸ)天津 (ｹ)閔妃 (ｺ)西太后

(ｻ)大院君 (ｼ)金玉均 (ｽ)江華島 (ｾ)日露 (ｿ)日清 (ﾀ)甲午 (ﾁ)壬午 (ﾂ)戊辰
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＜設問＞

①下線部の条約の内容に含まれないものを１つ選び、記号で記せ。

(ｱ)朝鮮の開国を認めた。

(ｲ)日本側の治外法権を認めさせた。

(ｳ)朝鮮の関税自主権を承認した。

②こうした状況の中、日本の思想界のリーダーともいわれる人物が「脱亜論」を発表した。

（１）この人物の名を選べ。

(ｱ)福沢諭吉 (ｲ)内村鑑三 (ｳ)中江兆民 (ｴ)野口英世 (ｵ)夏目漱石

（２）脱亜論の内容を記した文を選び、記号で記せ。

(ｱ)日本はアジアの中心として、朝鮮や清を従えるべきだ。

(ｲ)日本は国内の産業や文化の発展を第１にすべきであり、アジアなどへの進出は控えるべきだ

(ｳ)日本は遅れたアジアと手を切り、欧米諸国のような文明国を目指すべきだ。

(ｴ)日本は欧米のような国々からアジアを解放する先頭に立つべきだ。

Ⅴ、［ ］内にいれるべき適語を語群より選び記号で記せ。ただし年号は数字で書くこと。

また下線部の設問に答えよ。

第一議会がひらかれると，①超然主義の立場をとる政府に対し、民権運動の流れを引く民党は②民力休養な

どを主張しはげしく対立した。この対立は第二議会にももちこされ、③内閣は衆議院を解散して対抗したが、失敗に

終わった。その後も、民党は政府と対立をくり返した。

こうした動きは、④日清戦争以後、大きく変化、民党は政府を公然と支持、軍備拡大に協力した。しかし、自由・

進歩の二大民党が合同して[ 1 ]を結成すると、当時の内閣は行き詰まって退陣、わが国最初の政党内閣第

一次[ 2 ]内閣が成立した。しかしこの内閣は、旧自由・進歩両党関係者の対立によって４か月で崩壊した。

旧自由党の支持を得て成立した第２次山県内閣であったが、内閣は⑤次々と反動的な政策を成立させたた

め、これを嫌った旧自由党系の人々は自ら[１]を解散し、山県と対立する元勲の[ 3 ]を総裁とする[ 4 ]を結

成、この政党を基礎とする内閣が成立したが、貴族院の反発で短命に終わった。

(ｱ)立憲改進党 (ｲ)憲政会 (ｳ)立憲政友会 (ｴ)憲政党 (ｵ)伊藤博文 (ｶ)板垣退助 (ｷ)松方正義 (ｸ)大隈重信

＜設問＞

①超然主義とはどのような立場か、解答欄の指示に従って説明せよ。

②民力休養とは、具体的には何をさすのか、下から１つ選び、記号で記せ。

(ｱ)間接税の廃止 (ｲ)インフレ抑制策の実施 (ｳ)財政改革の断行 (ｴ)軍備縮小 (ｵ)地租の減免

③議会における民党の勢力を減らすため、政府は内務大臣の品川弥二郎を中心にある行動をとった。どのような

行動か、簡潔に記せ。

④なぜ、これまでは政府に批判的であった民党が政府を支持するようになっていったのか、その理由を記せ。

⑤この内閣が進めた政策でないものを１つ選び、記号で記せ。

(ｱ)教育勅語の発布 (ｲ)文官任用令改正 (ｳ)軍部大臣現役武官制導入 (ｴ)治安警察法制定


