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三年生２学期中間考査 日本史B 問題

Ⅰ、次の文章を読み、以下の設問に答えよ

明治時代、最大の問題は江戸幕府が欧米列強と結んだ不平等条約の改正であり、交渉項目は主に貿易

において[ 1 ]をとりもどす税権回復と、裁判における[ 2 ]を撤廃するという法権回復の２項目であった。
交渉は、 1871 年の岩倉遣欧使節団をきっかけに開始され、(ａ )成功するかに見えた寺島宗則外務卿の交
渉も失敗に終わり、[ 3 ]外務卿（外相）は④欧化政策をとる一方、(b)積極的な交渉を進めたが、(A)ノルマ
ントン号事件もあって、国内の強い反対の前に挫折、これにかわった[ 4 ]外相の交渉も激しい反対運動に
さらされた。

しかし、[ 5 ]の極東進出が本格化すると、[ 6 ]は条約改正へ協力的姿勢に転じ、[ 7 ]外相との間で基本
的な合意に達したが、(B)大津事件で挫折した。しかし、イギリス公使となった彼は[ 8 ]外相の下で交渉をつ
づけ、法権回復と税権の一部回復、さらに[ 9 ]の相互平等などを実現した。なお税権の完全回復は 1911 年
[ 10 ]外相のもとで実現する。
《設問》

１，文中の［ ］内にいれるべき適語を語群より選び記号で記せ。

ｱ)最恵国待遇 ｲ)関税自主権 ｳ)領事裁判権 ｴ)ロシア ｵ)イギリス ｶ)アメリカ ｷ)大隈重信

ｸ)陸奥宗光 ｹ)小村寿太郎 ｺ)井上馨 ｻ)青木周蔵

２，文中、二重下線(A)(B)について説明した文章をしたから選び、記号で記せ。

ｱ)来日中のロシア皇太子が、警備中の警察官に斬りつけられた事件。

ｲ)外国船の乗員が、日本人乗客を放置して脱出したにもかかわらず、微罪にしか問われなかった事件。

ｳ)氷山に衝突し沈没した船の日本人乗客に保障がなされなかった事件。

ｴ)大久保利通が紀尾井坂で石川県士族に襲われ、死亡した事件。

ｵ)外相が反対派の青年に襲撃され、負傷した事件。

３，文中、波線(a)(b)の内容について記したものをそれぞれ選び、記号で記せ。

ｱ)税権回復を中心に、主にアメリカとの間で交渉を進めたこと

ｲ)大審院に外国人判事を採用すること

ｳ)政府部内に、外交および軍事にかかわる外国人顧問を採用すること

ｴ)外国人に自治権を与え、日本人の出入りを制限する外国人租界を設けること

ｵ)外国人をめぐる裁判には、外国人判事を採用すること

４，下線部④の欧化政策のなかで、外国の歓心を得るために設けられ、連日舞踏会が開催された施設の名を

記せ。
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Ⅱ、［ ］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。

日清戦争後、ロシアは三国干渉によって、①日本が獲得した獲得した領土の一部を返還させ、さらに②

満州（中国東北部）への勢力拡大をすすめ、 1900 年の③北清事変をきっかけに、この地に軍を駐留、事件
後も撤兵せず、事実上この地を占領した。さらに④信じがたい愚劣な行動により⑤日本への反発を強めた

朝鮮においても影響力を強めた。⑥このようなロシアの動きは、日本の世論を刺激、⑦開戦論も高まりを見

せた。こうしたなか、政府は[ 1 ]と軍事同盟を締結、開戦の方向へと進んでいった。
こうして、[ 2 ]年日露戦争が勃発、陸軍は１００万人を越える軍隊を派遣、奉天会戦などで辛くも勝利

したものの決定的な勝利を得ることはできなかった。他方、海軍は日本海海戦で勝利し優勢に立った。戦争

は、⑧膨大な軍事費を要するだけでなく、大量の戦死者・戦傷病者が発生、⑨国民の中にも厭戦気分がう

まれた。⑩ロシアでも戦争継続は困難になっていった。こうして両国は[ 3 ]大統領の仲介で⑪[ 4 ]条約を
締結した。

ｱ)江華島 ｲ)下関 ｳ)イギリス ｴ)アメリカ ｵ)ポーツマス ｶ)フランス

＜設問＞

①こうしたロシアへの反発から、政府が国民に訴えた合い言葉（スローガン）を１つ選べ。

ｱ)七転八起 ｲ)四面楚歌 ｳ)一歩前進二歩後退 ｴ)欲しがりません勝つまでは ｵ)臥薪嘗胆

②ロシアが、清国から得た租借地を選び、記号で記せ。

ｱ)九龍半島 ｲ)台湾・澎湖諸島 ｳ)広州湾 ｴ)威海衛 ｵ)膠州湾(青島） ｶ)旅順・大連

③北清事変について説明した文を選び、記号で記せ。

ｱ)東学という信仰を信じた人々が、男女平等、土地解放など反封建的なスローガンを掲げ起こした反乱

ｲ)北京のイギリス人経営の工場で発生したストライキをきっかけに発生した反英暴動。

ｳ)アヘンの密貿易を取り締まろうとした清とイギリスの間の戦い

ｴ)列強の進出に反発した民衆が起こした反乱と結び、清朝政府が列強に対し戦いを挑んだ事件。

ｵ)インドシナ支配をめぐるフランスと清との戦争

④朝鮮政府を一挙に反日においやった日本人が起こした愚劣な行動とは何か。簡潔に記せ。

⑤日本への反発もあって朝鮮が用いるようになった新たな国名を記せ。（正式な国名でなくてもよい）

⑥伊藤博文は戦争を避けようとロシアとの妥協をはかった。どのような内容での妥協を図ったのか、記せ。

⑦開戦論に対し、反戦論を唱えた社会主義者の幸徳秋水や堺利彦らが発刊した新聞の名をいえ。

⑧戦費の調達について記した AB 二つの文について、 AB とも正しいときはア）を、 A だけ正しいときはイ）を、

B だけ正しいときはウ）を、 AB とも間違いの時はエ）を記せ。

A 、内国債を発行し国民から費用を集めようとはしたが、反対運動の高まりを恐れ増税は行わなかった。
B 、外国への国債発行を図ったが、日本の勝利はあり得ないとしてどの国も応じようとはしなかった。

⑨こうした中、歌人与謝野晶子は戦争への疑問を歌った詩を発表した。その題名を記せ。

⑩ロシアで戦争継続が困難になった理由を記せ。

⑪この条約に対し、日本国民は強く反発した。その結果発生した事件の名を記し、反発した理由を記せ。

Ⅲ、［ ］内にいれるべき適語を語群より選び記号で記せ。ただし年号が自分で

考え記すこと。また以下の問いに答えよ。

日露戦争がはじまると日本は韓国政府に(a)日韓議定書を締結、さらに(b)第一次日韓協約を強要、戦争
が終わるとさらに（ｃ）第二次日韓協約を強要、韓国を保護国とした。

これにたいし、韓国皇帝は[ 1 ]で韓国の窮状を世界に訴えたが、これに怒った日本政府は(ｄ )第三次日

韓協約を強要した。こうした日本の動きに対して韓国国内では［ 2 ］が活発化、この指導者であった［ 3 ］は
ハルピン駅頭で日本の元老伊藤博文を射殺した。こうした状況の中、日本は［ 4 ］年［ 5 ］条約を強要、韓国
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（朝鮮）は国家を奪われた。

日本は植民地支配の中心として［ 6 ］を置いた。日本は軍（憲兵）の力で朝鮮支配をすすめ、土地所有権
を明確化するという口実ですすめられた［ 7 ］事業によって多くの農民が土地を失った。このような日本の植
民地化に対し朝鮮国内において反発が高まるなかで発生したのが、１９１９年の[ 8 ]運動である。

ｱ)金玉均 ｲ)安重根 ｳ)金日成 ｴ)三・一独立運動 ｵ)甲午農民戦争 ｶ)義兵闘争 ｷ)ハーグ密使事件

ｸ)国際連盟 ｹ)韓国統監府 ｺ)朝鮮総督府 ｻ)韓国併合 ｼ)土地調査 ｽ)地租改正

問 以下のア～エは（ａ）（ｂ )(ｃ )(d)いずれかの内容を説明したものである。各文を分類せよ。

ｱ)韓国の外交権を奪い、保護国化することを認めさせた。

ｲ)日本軍の軍事行動の自由を保障した。

ｳ)韓国政府内に外交・財政にかかわる日本人顧問をおくことを認めさせた。

ｴ)韓国の内政権を奪い、軍隊を解散させた。

Ⅳ、［ ］は語群より選び記号で、＜＞は自分で考えて、それぞれ適語を記せ。

また下線部の設問に答えよ。

大正は波乱のうちに幕をあけた。二個師団増設問題をきっかけに崩壊した第二次［ 1 ］内閣にかわって

成立した内閣は①第一次護憲運動のたかまりのなか５０数日で辞職に追い込まれた。このできごとを＜ A
＞という。かわって成立した［ 2 ］内閣もジーメンス事件で崩壊、その後、政党に強い支持基盤を持つ［ 3 ］
内閣が成立した。

１９１４年ヨーロッパで②第１次世界大戦が発生すると日本は［ 4 ］に宣戦を布告、世界の目がヨーロッパ
に集中する中、③混乱がつづく中国へ、④２１カ条要求を強要、さらに、＜ B ＞とよぶ多額の資金を提供し、
影響力拡大を図った。こうした日本の動きは、中国側の民族意識を刺激し反日運動が発生した。さらに、⑤

アメリカとの対立を招いたが、大戦参戦をめざすアメリカ側の事情もあって＜ C ＞協定で妥協が成立した。

ｱ)山本権兵衛 ｲ)桂太郎 ｳ)大隈重信 ｴ)西園寺公望 ｵ)板垣退助 ｶ)イギリス ｷ)ドイツ ｸ)ロシア

＜設問＞

①この運動のスローガンを２つ選べ。

ｱ)民力休養 ｲ)自由民権 ｳ)尊王攘夷 ｴ)閥族打破 ｵ)憲政擁護

②当時の中国の状況について記した AB 二つの文について、 AB とも正しいときはア）を、 A だけ正しいときは

イ）を、 B だけ正しいときはウ）を、 AB とも間違いの時はエ）を記せ。

A 、１９１１年に発生した辛亥革命によって清は滅亡、中華民国が成立した。
B 、袁世凱が権力を握ったが、これに反発し、中国各地で軍閥とよばれる地方軍事政権が生まれてくる。

③２１カ条要求に含まれていない内容を１つ選び記号で記せ。

ｱ)南樺太の割譲 ｲ)山東省のドイツ利権の継承 ｳ)南満州・東部内蒙古などの日本の権益の延長

ｴ)中国政府に日本人の財政・外交顧問をおくこと

④アメリカは、日露戦争後の提案が日本に拒否されたことで、日本への反感を強めていた。どのような提案をし

たのか。

ｱ)満州をアメリカと日本で分割すること。

ｲ)満州を門戸開放し、南満州鉄道（満鉄）を日本とアメリカの共同経営にすること。

ｳ)満州から日本軍が撤退すること。

ｴ)満州を日本の勢力圏とする代わりに、フィリピンの植民地化を認めること。
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Ⅴ、以下の文章を読み、下記の設問に答えよ。

1880 年代後半、日本では会社設立ブームが発生、③産業革命が本格化 ,値段の安さを背景に輸出を拡大
していった。しかしその背景には、④女工を中心とする劣悪な環境のもとで働く労働者の存在があった。

産業革命の進展は日本にも労働運動や社会主義運動を芽生えさせた。 1897 年片山潜や高野房太郎
は＜1、ｱ)産別会議 ｲ)労働組合期成会 ｳ)日本労働組合総連合 ｴ)日本労働総同盟 ＞を結成、労働組合

もつくられ、 1901 年には片山や⑤幸徳秋水らが＜2、ｱ)日本共産党 ｲ)労働農民党 ｳ)日本社会党 ｴ)社

会民主党 ＞を結成したが、⑥即日解散を命じられた。

一方、農村では急速に⑦寄生地主制がすすみ、その豊富な資金が会社設立ブームを資金面で支えた。他

方、この過程で多くの農民たちが土地を失い、農村では＜3、 ｱ)小作農 ｲ)水呑 ｳ)自作農 ｴ)本百姓 ＞

となって厳しい生活を強いられ、都市へ出たものも都市下層社会へと流入していった。こうして大量の貧困

層が存在したため、＜4、 ｱ)国内市場も輸出も好調であった ｲ)市場は国内に限定されていた ｳ)輸出が

中心であった ｴ)国内・国外とも売れ行きが不調であった＞。このような日本経済の仕組みこそが、日本を

対外侵略に向かわせたといわれる。

1914 年、第一次世界大戦が発生すると、⑧日本は空前の好景気にわきかえり、大幅な＜5、ｱ)輸出 ｲ)

輸入 ｳ)債務 ｴ)歳出 ＞超過となった。こうしたなか、日本の経済、社会、そして文化をも大きく変化させて

いく。

＜設問＞

1.グラフ内の(A)に当てはまる貿易品を記せ。
2.グラフ中の(B)(C)(D)に入れるべき語の組み合わせを選べ。
ｱ)綿花/綿糸/綿織物 ｲ)綿糸/綿花/綿織物 ｳ)綿糸/綿織物/綿花
ｴ)綿織物/綿糸/綿花 ｵ)綿花/綿織物/綿糸 ｶ)綿織物/綿花/綿糸

3.下線部③にかかわって、産業の発展は環境破壊をも引き起こした。

鉱毒が渡良瀬川に流れ込み、田畑に被害を与えた銅山の名前を記せ。

4.下線部④の女工たちについて記した以下の文で、誤りを含むものを

選び、記号で答えよ。

ｱ)１８歳前後から２０歳代前半の未婚女性が中心であった。

ｲ)小作農民など貧農の子女が口減らしなどのために働きに出された。

ｳ)支度金や仕送りが、小作料の支払いにまわされることも多かった。

ｴ)寄宿舎に住まわされ、長時間、低賃金労働を余儀なくされた。

ｵ)賃上げに反対して寺にこもるなど自発的なストライキも発生した。

5.下線部⑤の幸徳秋水はのちに天皇暗殺を謀ったとして処刑された。

この事件の名を記せ。

6.下線部⑥は1900年山県内閣の下で、社会運動を規制する目的で

成立した法律に基づくものである。この法律の名を言え。

7.下線部⑦のような好景気の中で、造船・海運業を中心に

派手な生活を送る事業家がいた。彼らは将棋にたとえてどのように

いわれたか、漢字３字で記せ。

8.こうした好景気を背景に、第一次大戦後の人々のライフスタイルは

どのように変わっていったのか。仕事、衣食住、日常の文化などでき

るだけ多様な視点から自由に記せ。


