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日本史補習講座 実戦問題集

（１）＜開国と政治の混乱＞＜＞内は自分で考え、［ ］には語群から選び記

号で、それぞれ適語を入れよ。また下線部の問いに答えよ。

（同一番号は同一語を示す）

18世紀末以来、欧米で①産業革命がすすむなか、異国船が次々と日本近海に出現、幕府は1825年＜ a.＞令
をだし強硬姿勢で臨んだが中国での[ 1 ]戦争の情報がもたらされると方針を変更、＜ b.＞令をだした。
1853年、[ 2 ]提督率いるアメリカ艦隊が浦賀へ来航、強硬に開国を要求、さらにロシアの[ 3 ]も来航すると、

②幕府は1854年ついに＜ c.＞条約を結び、さらにロシアやイギリスなどとも条約を締結、ついに開国に踏み切った。
こうした事態に対し、当時の筆頭老中[ 4 ]は[ 5 ]に連絡する一方、外様大名など有力大名からも意見を求め

るなど③これまでの幕府のやり方をおおきく改めた。

アメリカからやってきた下田総領事[ 6 ]はイギリスの脅威を口実に通商条約の締結を強く要求、幕府も締結や

むなしとして[５]の許可を求めたが拒否され、政治は急速に混迷の度合いを増した。こうしたなか、④大老に就任した

＜ d.＞は反対を押し切って⑤＜ e.＞条約を締結、将軍の跡継ぎを徳川慶福（改名して[ 7 ])に決定するととも
に、反対派の大名や志士たちをきびしく処罰した。（これを＜ f.＞という。）こうした措置は反対派の強い反発を招き、
大老は＜ g.＞の変で暗殺された。
このような開国・貿易の開始は⑥日本の経済を根底からゆさぶり、人々の生活は混乱した。こうした経済混乱から

くる社会不安が幕末の激動の大きな背景となっている。

大老の死後、老中となった[ 8 ]は、天皇の妹和宮と将軍[７]との結婚による＜ h.＞をすすめたが、反発した人
々に襲撃され失脚、状況はいっそう混迷した。こうした中、あらたな動きを起したのが[ 9 ]藩である。⑦藩主の父島

津久光は大軍を率い京都にのぼり[５]の権威を背景に幕政改革を幕府に強要した。こうした動きは[５]を押さえれば

幕府もそれに従わざるを得ないとの空気を作り出した。これに乗じて力を伸ばしたのが尊王攘夷を藩論とする[ 10 ]

藩である。かれらは急進派公家や尊王攘夷派の志士たちと結んで、朝廷を動かし幕府に「[ 11 ]実行」を認めさ

せ、みずからも下関で外国船に砲撃を加えた。

このような動きは幕府側の危機感を強め、⑧1863年[９]藩や公武合体派公家の力を借りてクーデター（＜ i.＞
の政変）で急進派公家とこの藩の勢力を京都から追放した。さらに新撰組が尊王攘夷派の志士を多数殺害すると

いう[ 12 ]事件もおこした。反発した[10]藩は武力による京都に侵入したが敗れた。これを＜ j.＞という。

(ｱ)プチャーチン (ｲ)アヘン (ｳ)モリソン (ｴ)ハリス (ｵ)ペリー (ｶ)幕府 (ｷ)朝廷 (ｸ)慶喜

(ｹ)家茂 (ｺ)土佐 (ｻ)薩摩 (ｼ)長州 (ｽ)尊王 (ｾ)攘夷 (ｿ)池田屋 (ﾀ)寺田屋

(ﾁ)安藤信正 (ﾂ)堀田正睦 (ﾃ)阿部正弘 (ﾄ)勝海舟
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《設問》

①産業革命の結果、欧米諸国はアジアなどに対しどのようなものをもとめるようになるのか、以下の文中の A ・ B に
いれるべき適語を記せ。

産業革命は大量の（ A ）を作り出すとともに、多くの（ B ）などを必要とした。このため、欧米諸国はアジアなど
に（ A ）の販売市場を求めるとともに、世界各地で（ B ）などを手に入れようとした。その結果、欧米列強はアジア
など各地で植民地化を求める動きが急速に進んだ。

②この条約の内容に含まれないものを１つ選べ

(ｱ)アメリカ船への燃料・食糧・水の供給 (ｲ)治外法権の承認 (ｳ)下田・箱館２港の開港

(ｴ)アメリカに一方的最恵国待遇を与える

③この筆頭老中の考え方と最も近いものを１つ選び、記号で記せ。

(ｱ)政治は幕府が行うのが伝統であり、朝廷や外様大名などが口出すべきではないという考え方。

(ｲ)開国に反対し、外国勢力は打ち払えという考え方

(ｳ)幕府は政権を天皇に返し中央集権的な政府を作る必要があるとの考え方

(ｴ)外国と対抗するためには幕府や天皇、有力大名など日本中が協力することが必要との考え方。

④大老に就任した人物の考えに最も近いものを１つ選び、記号で記せ。

(ｱ)天皇を尊敬し、敬うべきであるという考え方。

(ｲ)政治は幕府が行うのが伝統であり、朝廷や外様大名などが口出すべきではないという考え方。

(ｳ)開国に反対し、外国勢力は打ち払えという考え方

(ｴ)幕府は政権を天皇に返し中央集権的な政府を作る必要があるとの考え方

(ｵ)外国と対抗するためには幕府や天皇、有力大名などが協力することが必要との考え方。

⑤この条約にかかわって記した以下の文で、誤りを含むものを１つ選び、記号で記せ。

(ｱ)神奈川、長崎、兵庫、新潟の開港と大坂、江戸の開市をみとめた。

(ｲ)開港地に居留地を設定することを認めたが、一般外国人の国内旅行は禁止した。

(ｳ)日本国内で犯罪を犯した外国人は、当該国の領事がその国の法律に従って裁くとした。

(ｴ)日本における関税は協定関税とすると定められ、関税自主権が認められていた。

(ｵ)この条約は、その後英・仏・露・蘭とも結ばれ、安政の五カ国条約と呼ばれた。

⑥開国・貿易の開始によって、日本の経済はどのような影響を受けたのか、記せ。

⑦この結果、政事総裁職となった人物を選び、記号で答えよ。

(ｱ)一橋慶喜 (ｲ)松平慶永 (ｳ)島津斉彬 (ｴ)徳川斉昭 (ｵ)井伊直弼 (ｶ)松平容保
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（２）＜幕府の滅亡＞［ ］に適語を入れよ。また下線部の設問に答えよ。

1863年、薩英戦争の結果、薩摩藩では[ 1 ]や大久保利通ら①倒幕派が形成されてきた。またいったん幕府に

屈服した長州藩でも[ 2 ]が奇兵隊などに働きかけ反乱をおこし藩の実権を奪回した。このた二つの藩の同盟を実

現させたのが土佐藩出身の[ 3 ]であった。

長州で再び反幕府勢力が政権を握ったことに怒った幕府は1866年第２回長州戦争をすすめたが、長州藩の反

撃や薩摩藩の妨害、さらに②民衆の激しい反発もあって、追い込まれた。その後、将軍となった徳川[ 4 ]がフラン

スの援助のもとで軍制改革をすすめるのをみた薩摩・長州両藩は[ 5 ]を決意、倒幕派公家[ 6 ]らの画策で1867

年10月14日朝廷から[ 7 ]をうけた。しかし、将軍は、同日③大政奉還の上表を朝廷に提出したため不発に終わっ

た。しかしまきかえしをねらう薩摩・長州両藩は倒幕派公家と結び、④王政復古の大号令をだした。そして翌年１月、

新政府軍が[ 8 ]の戦いで旧幕府軍をやぶると、1869年の箱館・[ 9 ]の戦いにいたる旧幕府軍との間の1年以上

にわたる[ 10 ]がはじまることになる。

(ｱ)坂本龍馬 (ｲ)高杉晋作 (ｳ)木戸孝允 (ｴ)西郷隆盛 (ｵ)岩倉具視 (ｶ)慶喜 (ｷ)家光

(ｸ)鳥羽伏見 (ｹ)五稜郭 (ｺ)改新の詔 (ｻ)討幕の密勅 (ｼ)戊辰戦争 (ｽ)壬申の乱

(ｾ)武力討幕 (ｿ)列藩同盟結成

＜設問＞

①倒幕派の考え方を記した文を１つ選び記号で答えよ。

(ｱ)政治は幕府が行うのが伝統であり、朝廷や外様大名などが口出すべきではないという考え方。

(ｲ)天皇と幕府が協力して政治を運営すべきであるという考え方

(ｳ)開国に反対し、外国勢力は打ち払えという考え方

(ｴ)外国と対抗するには幕府では力不足なので天皇中心の中央集権的な政府が必要との考え方。

(ｵ)外国と対抗するためには幕府や天皇、有力大名などが協力することが必要との考え方。

②こうした民衆の反発を示すできごとの例を１つ記せ。

③大政奉還にかかわって記した以下の文で誤りを含むものを１つ選べ。

(ｱ)大政奉還とは幕府を廃止して天皇中心の中央集権的な政府をつくることをいう。

(ｲ)この考えは最初坂本竜馬が立案、後藤象二郎らを通して土佐藩主を通し提案したものである。

(ｳ)土佐藩の山内豊信は幕府への忠誠をしつつ、自藩の存在感を示す内容としてこれを歓迎した。

(ｴ)将軍は政権を天皇に返上しても、天皇は徳川家へ政治の運営を頼んでくると考えていた。

(ｵ)将軍は徳川家のもとに諸藩が協力する列藩連合政権を構想していたといわれる。

④王政復古の大号令について記した以下の文で誤りを含むものを１つ選べ。

(ｱ)1867年12月９日、朝廷は幕府や摂政・関白などの廃止を宣言、天皇中心の政府樹立を発表した。

(ｲ)新たな政府の中枢部には大久保利通ら有力諸藩の藩士などがはいっていた。

(ｳ)この発表に際し、薩摩藩などが京都御所を警備するというクーデタの性格を持っていた。

(ｴ)この発表後の小御所会議で、新政府は幕府に辞官納地を迫った。

(ｵ)反発した幕府側は、京都の薩摩藩邸を襲撃、京都の町で市街戦を繰り広げた。
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（３）＜明治維新＞ 以下の文を読んで下記の設問に答えよ
政権を獲得した新政府は、旧幕府軍と戦争をすすめる一方、三月に①五箇条の御誓文を発布、新しい日本の

方向性を示した。さらに閏４月には[ 1 ]を制定して政府の組織を整えた。他方、五箇条の御誓文発布の翌日、

民衆に対し[ 2 ]をだし、②キリスト教の禁止など旧幕府の教学方針を引き継ぐことを示した。

政治の実権を握った薩摩や長州など出身の指導者は、自らの支配の正当性を認めさせるために③天皇の権威

を強調するとともに、[ 3 ]化を急いだ。新政府は1869年には(a)版籍奉還を実施していたが、農民一揆が激化し士
族の不満がたかまるなか、1871年には薩長土の藩兵一万人を東京に集めて[ 4 ］としその軍事力を背景に(b)廃
藩置県を断行、1873年には[ 5 ]を設置して殖産興業と地方行政を一元的に進めた。また近代的な軍隊の創

出をめざして[ 6 ]を公布した。これにたいし労働力を奪われる④農民は一揆を起こして激しく反発した。 さらに18

76年には(c)秩禄処分にふみきり、これまでの幕藩体制の仕組みは完全に消滅した。
また財政の近代化の作業を進め、1872年［ 7 ］の禁令を解くとともに⑤地券を発行して土地の所有権をはっき

り認めた。そしてこれをもとに、1873年⑥地租改正に着手した。

国内統一と並行して，⑦封建的身分制度の撤廃も進められ、苗字が許され、移住・職業選択の自由なども認

められるようになった。1871年には、これまできびしい差別をうけてきた旧来のえた・非人身分の人々もそうした称をや

めて⑧法的に平民同様とされた。

＜設問＞

問１ 文中の[ ]に入れるべき適語を語群より選び、記号で記せ。

(ｱ)地方分権 (ｲ)中央集権 (ｳ)内務省 (ｴ)徴兵令 (ｵ)政体書 (ｶ)御親兵 (ｷ)富国強兵

(ｸ)地券 (ｹ)秩禄処分 (ｺ)五榜の高札 (ｻ)船中八策 (ｼ)田畑永代売買 (ｽ)五品江戸廻送令

(ｾ)殖産興業

問２ 下線部(a)版籍奉還、(b)廃藩置県、(c)秩禄処分を説明した文をそれぞれ選び、記号で答えよ。
ア.士族に金禄公債証券を発行し、俸禄を支給することを廃止した。

イ.薩長土肥の４つの藩の藩主は、その土地と人民を天皇に返却した。

ウ.知判事を東京に住まわせ、中央から府知事・県令を派遣して地方行政に当たらせた。

問３ 下線部①～ について設問に答えよ。

①五箇条の御誓文に含まれている内容を２つ選び記号で記せ。

(ｱ)公議輿論の尊重 (ｲ)尊王攘夷の断行 (ｳ)王政復古の実施 (ｴ)中央集権化の進行

(ｵ)開国和親の重視

②明治政府のキリスト教に対する態度について、正しく説明したものを2つ選び、記号で答えなさい。

(ｱ)長崎のキリスト教の信者を各地に送り改宗を迫るなどの弾圧を行った。

(ｲ)キリスト教禁止を公言したものの、列強の反発を恐れ、とくに動きは見せなかった。

(ｳ)江戸時代以来の厳しい弾圧のためキリスト教徒はいなかったため大きな問題はなかった。

(ｴ)外国から帰国したキリスト教徒にたいし、厳しい罰をもって臨んだ。

(ｵ)1873年、列強の抗議を受けて、キリスト教禁止の高札を撤去する形でキリスト教を黙認した。
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③天皇の権威を強めるため、新政府は日本古来の信仰を仏教から分離する政策を進めた。こうした結果、どのよう

な出来事が起こったのか、出来事の名前または実際に発生した事件の例を記せ。

④このときの一揆をとくにどのようにいうか、解答欄の指示に従って漢字二字で記せ。

⑤地券はどのような人に交付されたか（政府は誰を土地の持ち主だと認めたか。下から選び記号で答えよ。

(ｱ)これまで土地を耕してきた人 (ｲ)自分の土地だと申告してきた人 (ｳ)政府や自治体

(ｴ)これまで年貢を払っていた人 (ｵ)これまでの藩主や武士たち

⑥地租改正について記した次の文について誤りを含むものの記号を１つ記せ。

(1)これにより土地税（地租）はどのように決められるようになのか。下の空欄に適語を入れよ。

地価（土地の値段）の（ １ ）％を米などにかわって（ ２ ）でおさめることとなった。

(2)地価（土地の値段）は実際にはどのようにして決められたのか、簡潔に答えよい。

⑦(1)これによって藩主や公家たちはどのような身分に編成されるようになったか。その名をいえ。

(2)このような封建的身分制度をなくしたことをどのようにいうか、漢字四字で記せ。

⑧このような身分の人々は、法的には平民と同様とされたが、生活的には江戸時代より厳しくなったとの指摘がある。

その理由を記せ。

（４）<明治初年の外交>空欄に適語を適語を入れよ。また下線部について問い

に答えよ。

沖縄では、15世紀前期、[ 1 ]が全土を統一して[ 2 ]王国を建国、アジア諸国間の[ 3 ]で繁栄、歴

代の中国王朝と朝貢関係を結んでいた。しかし17世紀初頭、幕府の許可を得た[ 4 ]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国境の確定を急ぐ明治政府はこの地を日本領にしようとし、1874年には②台湾出兵を行った。1872年にはこの

国を[2]藩とし、ついには1879年軍事力でこの地を日本に併合、沖縄県とした。こういった一連の措置を[ 5 ]とよ

ぶ。 こうした強硬な外交姿勢は、朝鮮に対しても見られた。当時政権の座にいた大久保らは1875年の[ 6 ]事

件をきっかけに③[ 7 ]という条約を強要した。

＜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[ A ]島以南の千島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[ C ]条約で両国の間の国境が明確となった。

②台湾出兵の原因を下から選べ。

(ｱ)琉球とともに、台湾をも日本領に組み入れようとしたため。

(ｲ)台湾の先住民が琉球の一部を占拠したため。

(ｳ)台湾にある琉球の植民地をめぐる対立で、琉球の人々が殺害されたため。

(ｴ)琉球の漁民が、台湾の先住民に殺害されたことへの賠償を求めた。
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③下線部③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)清国との宗属関係を否定し、朝鮮を「自主の邦」と規定した

(ｲ)朝鮮の開国を認めた。 (ｳ)日本側の治外法権を認めさせた。

(ｴ)関税自主権を否定し、日朝両国で相談して関税を決めることとした。

（５）＜文明開化と殖産興業＞空欄に適語を記せ。また下線部について問いに答

えよ。

新政府は、④富国強兵をスローガンに、⑤急速な近代化をすすめ、⑥福沢諭吉など知識人たちも積極的に西

洋文化を紹介した。

政府は[ 8 ]とよばれる⑦産業育成政策をすすめ、政府自身が富岡製糸場のような[ 9 ]工場も建設し

た。さらに産業のインフラ整備として1871年には[ 10 ]条例で新たな貨幣単位をさだめ、⑧通信手段や⑨交通

手段も整備された。岩崎弥太郎は土佐藩の船舶などを手に入れ[ 11 ]会社を設立、海運業に乗り出した。政

府は1872年[ 12 ]を発布してフランス型の教育制度を取り入れ、行政の力で近代化をすすめた。

他方、政府は「日本は天皇が支配する国」との考えを広めるため、⑩日本古来の神道を利用した。

＜設問＞

①富国強兵というスローガンの内容を示した以下の文の空欄に適語を入れよ。

《A 》と対抗できる日本を作るため、《B 》を発達させ《C 》力を強化せねばならない。

②こうした近代化が風俗面などでも見られた。当時のことばを記した以下の文の空欄に適語を入れよ。

《A 》をたたいてみれば、《B 》の音がする。

③福沢が著した「天は人の上に人を作らず」からはじまる「学問のすすめ」はこの時代のベストセラーとなった。なぜこ

の主張が当時の人々の心を打ったのか、その理由を記せ。

④このような産業育成政策について記した以下の文の空欄に適語を入れよ。 A ・ B は漢字一字、 C は漢字二字
である。

製糸業などを育成して輸《 A 》を増加させる一方、綿工業などを育成し輸《 B 》を減らそうとした。さらに列強と

対抗するための近代的《 C 》力を強化させるための産業育成もはかった。

⑤1871年、前島密の建議によって開始された通信制度は何か。

⑥1872年、新橋・横浜間ではじめて開通した新たな交通機関は何か。

⑦

(1)神道をめぐる内容を記した以下の文で、両方とも正しい場合は(ｱ)、Aだけが正しい場合は(ｲ)、Bだけが

正しい場合は(ｳ)、両方とも間違っているときは(ｴ)、を記せ。

A,日本で長く、古来からの神々への信仰（神道）と仏教とは別々の宗教としてつづいてきた。
B,明治政府は、神社の格を定め序列をつけるなど、政府にとって神社を組織化しようとした。
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(2)これとかかわって、キリスト教について記した以下の文で、両方とも正しい場合は(ｱ)、Aだけが正しい場

合は(ｲ)、Bだけが正しい場合は(ｳ)、両方とも間違っているときは(ｴ)、を記せ。

A,新政府の成立後も、キリスト教の禁止政策を打ち出し、信仰を明らかにした信者を厳しく弾圧した。
B,新政府は、諸外国の厳しい批判を受け、正式にキリスト教の信仰を許可した。

（６）＜条約改正＞条約改正にかかわる以下の年表にいれるべき用語を語群か

ら選び、記号で記せ。空欄に適語を適語を入れよ。

年代 担当者 改正案の内容 経過・結果 《語群》

1872 岩倉具視 主に法権回復 欧米巡回 (ｱ)陸奥宗光 (ｲ)大隈重信

1878 （１） 税権回復 英などの反対で挫折 (ｳ)寺島宗則 (ｴ)小村寿太郎

1882～87 井上馨 外国人裁判官任用 （２）を建設し欧化政策をとる (ｵ)青木周蔵 (ｶ)大津 (ｷ)福島

1888～89 （３） 大審院判事に外国人任用 国内の反対で挫折、テロで負傷 (ｸ)帝国倶楽部 (ｹ)鹿鳴館

1891 （４） 法権回復・税権一部回復 イギリスの賛成、（５）事件で挫折 (ｺ)楊貴館 (ｻ)外国人裁判官

1894 （６）(４) 法権回復・税権一部回復 (ｼ)外国人顧問

1911 小村寿太郎 関税自主権の回復

（７）＜自由民権運動と松方デフレ＞文中の[ ]に適語をいれよ。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、つづいて大阪に全国の結社を結集した[ 3 ]を設立、自由民権運動が本

格化した。政府は②讒謗律や[ 4 ]条例などで弾圧を強める一方、③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[ 5 ]中心であったが、しだいに④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、1880年には政社の代表が集まって[ 6 ]を結成、⑤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、⑥明治１４年の政変を引き起こすにいたる。これをうけ、⑦自由党や立憲改

進党などの政党も成立され、運動はいっそうの高まりを見せた。

1881年、大蔵卿に就任した[ 7 ]は⑧厳しい財政再建策を実施、日本はきびしい不況におちいり、困窮した農

民たちのなかには自由民権運動の影響をうけたものもあらわれ、[ 8 ]事件など激化事件が発生、1884年には

⑨秩父事件も発生した。しかしこうした運動の激化は、⑩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［ 9 ］がはかられ、1889年には条約改正交渉をきっかけに⑪三大事件建白

運動が盛り上がり、政府は［ 10 ］条例で弾圧をはかった。

こうしたなか1889年憲法が発布、1890年には帝国議会も開催された。国会では民党（民権派）が多数を占め、

⑫超然主義をとく黒田内閣にたいし⑬民力回復，経費節減の要求を突きつけた。
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＜設問＞

①征韓論争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が欧米に派遣され、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、朝鮮の植民地化をする目的から、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「讒謗律」の読み方を記せ。

③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)木戸孝允や板垣退助らの政府への復帰をきめた。

(ｳ)政体書をだして、国会開設・憲法制定への方向をうちだした。

(ｴ)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。

(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。

④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。

⑤こうした中、日本中で日本のあり方が議論され、日本中で数十にもおよぶあるものの草案が作られていく。あるもの

とは何か。漢字二字で答えよ。

⑥明治十四年の政変およびそれにつづく政局について、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。

⑦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。

(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政治を目標とした。

(ｴ)政府を支持する目的で結成された。

⑧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. ]戦争は大量の戦費を要し、政府はやむなく大量の [ b. ]を発行した。この
ためはげしい[ c. ]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[ d. ]政策で、最終的には[ e. ]本位制を実現した。
この政策のため、日本国内は深刻な不況となり、多くの農民が土地を失なって[ f. ]となったり、都市に流出

した。

(ｱ)放漫 (ｲ)不換紙幣 (ｳ)兌換紙幣 (ｴ)官営工業などの中止 (ｵ)軍事費削減 (ｶ)地主

(ｷ)戊辰 (ｸ)自作農 (ｹ)小作農 (ｺ)インフレ (ｻ)デフレ (ｼ)西南 (ｽ)金 (ｾ)銀
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⑨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、西南戦争以前から主要な産業である養蚕業が急速に没落しつつあった。

(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。

(ｴ)農民の中には天皇中心の政府への反抗を明確に意識し立憲政体実現を主張するものもいた。

⑩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興味を奪い、かわりに不況のため安価で手に入

る[ B ]を集め、それを[ C ]農民たちに貸し出すことで高額の[C]料を得るという[ D ]化がすすんでい

った。

⑪三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)条約改正 (ｲ)地租軽減 (ｳ)言論集会の自由 (ｴ)普通選挙の実施

⑫超然主義とは、内閣が何から超然とした態度をとるとしたのか、簡潔に記せ。

⑬民力休養とは具体的にはどのようなことか、簡潔に記せ。

（８）＜明治憲法の制定＞《 》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《 A 》憲法(※正式名称を書くこと)として発布された。

明治憲法は、天皇が作り国民に与えるという［ 2 ］憲法として制定され、天皇は「《 B 》(※口語体でよい)存在」と

して巨大な権限を与えられ、国民は天皇につかえる［ 3 ］とされ人権も法律によって制限された。国民が政治への

直接参加する機会は[ 4 ]議員の選挙だけに限られていたが、②選挙権は全人口の１％程度に限定され、議会

内では③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。司法＝［ 5 ］や行政も天皇にのみ責任を持ち

国会には責任を負う必要はなく、ここの大臣が内閣と無関係に直接天皇に進言することができた。憲法に規定されな

い機関も多く存在していた。さらに憲法では戦争の宣戦・講和権を天皇の権利とし、陸海軍に指揮命令する［ 6 ］

権には内閣や議会も関与できないものとされて、こうした憲法のもつ欠陥が日本を戦争に引き込む要因ともなった。

(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)国民
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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。

③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

（９）＜日清・日露戦争＞［ ］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。

[ 1 ]事件をきっかけに日本の朝鮮進出は急速にすすんだ。これにたいし、軍の一部は、日本と結ぶ政府に反

発、1882年[ 2 ]をおこした。この事件をきっかけに朝鮮政府は清へ接近、日本は急進改革派の[ 3 ]らとむ

すび、1884年反乱を起させたが、再び清に鎮圧され、①日清の関係は急速に悪化した。

1894年、朝鮮南部で反封建的・反侵略主義的性格を持つ農民反乱[ 4 ]が発生すると、朝鮮政府は清に

派兵を依頼、対抗して日本も出兵、両国間の対立が激化し、日清戦争が勃発した。戦争では機動性にまさる日本

が勝利、翌年４月、②両国の間で講和条約が締結された。

しかし、ロシアはこの条約に強く反発、③他の列強とともに日本に強い圧力をかけ割譲された領土の一部を返還さ

せた。さらにロシアは④満州（中国東北部）への勢力拡大をすすめ、1900年の[ 5 ]事件をきっかけにこの地に軍を

駐留させ、事件後も撤兵しなかった。さらに⑤朝鮮においても影響力を強めていった。このようなロシアの動きは、日本

の世論を刺激、⑥開戦論も高まりを見せた。⑦日本政府も⑧軍備拡張をすすめる一方、[ 6 ]と軍事同盟を締結

した。

こうして、[ 7 ]年日露戦争が勃発、陸軍は１００万人を越える陸軍を派遣、[ 8 ]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。

戦争では、大量の戦死者・戦傷病者が発生するとともに、⑨膨大な軍事費を要し、⑩国民の中にも厭戦気分が

うまれ、⑪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[ 9 ]大統領の仲介で⑫[ 10 ]条約を締結し

た。

日露戦争の勝利は新たな対立を生み出した。⑬巨大な経済力で中国進出を図るアメリカの提案を日本が拒否

すると、アメリカでの反日感情が高まった。
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(ｱ)青島 (ｲ)江華島 (ｳ)義和団 (ｴ)金玉均 (ｵ)安重根 (ｶ)奉天 (ｷ)下関 (ｸ)米騒動 (ｹ)甲申事変

(ｺ)壬午軍乱 (ｻ)甲午農民戦争 (ｼ)イギリス (ｽ)アメリカ (ｾ)豊島沖 (ｿ)ポーツマス (ﾀ)フランス

＜設問＞

①戦争前の日本の政治の状況について誤りを含むを１つ選び、記号で記せ。

(ｱ)憲法制定の直後、黒田清隆首相は政党の意見を受け入れ、協力して政治を進めると言明した。

(ｲ)第１回総選挙では旧民権派が大勝をし、地租の減免や経費節減を強くせまった。

(ｳ)旧民権派は民党とよばれ、政府や政府を支持する吏党と激しく対抗した。

(ｴ)松方内閣は衆議院を解散、激しい選挙干渉で議会の多数を得ようとしたが失敗におわった。

(ｵ)第２次伊藤内閣は詔勅を出すことで海軍拡張の予算をなんとか通過させた。

②この講和条約に含まれないもの１つを選び、記号で記せ。

(ｱ)台湾や澎湖諸島を日本に割譲する

(ｲ)２億両（テール）におよぶ賠償金を支払う

(ｳ)清国は朝鮮に対する宗主権を破棄して朝鮮の独立を承認する

(ｴ)北緯50度以南の樺太について、日本の領有権を求める。

③（１）このことを何というか。

（２）このとき、ロシアと行動をともにした国を２カ国選び、記号で記せ。

(ｱ)イギリス (ｲ)アメリカ (ｳ)フランス (ｴ)インド (ｵ)ドイツ (ｶ)オランダ (ｷ)カナダ

④ロシアが、清国から敷設権を獲得した鉄道の名を記せ。

⑤ロシアが朝鮮において勢力を拡大した背景には日本人による朝鮮政府に対する信じがたい野蛮な行動が原因し

ている。その内容を記せ。

⑥このような開戦論に対し、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。

⑦伊藤博文らは戦争を避けるべく、ロシアとの交渉をもとうとした。どのような内容での妥協を図ったのか、記せ。

⑧このとき、日本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

⑨戦費の多くは外国での国債発行によってまかなわれた。こうした国債発行に応じた国を２国選べ。

(ｱ)イギリス (ｲ)アメリカ (ｳ)フランス (ｴ)インド (ｵ)清 (ｶ)オランダ

⑩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。

⑪ロシアで戦争継続が困難になった理由を記せ。
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⑫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。

⑬アメリカは満州に関して、日本に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、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。

（１０）＜韓国併合＞［ ］内にいれるべき適語を記せ。また下線部の設問

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、（ 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①韓国皇帝は1907年［ 1 ］事件をおこし、日本の非を世界に訴えた。しかしこれに反発した日本は

(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 ］運動が活発化、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（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］を置き、初代総督に陸軍軍人である寺内正毅をあてた。日本は軍（憲兵）の

力で朝鮮支配をすすめる[ 7 ]政治をすすめ、土地所有権を明確化するという口実で［8］事業をすすめた。この政

策の中で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[ 9 ]運動である。

問１ 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。各文を分類しなさい。
(ｱ)韓国統監をおくことを認めさせた。

(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)韓国の軍隊を解散させた。

問２ 下線部②にかかわって日本の姿勢に対する列強の態度を記した以下の文で誤りを含むものを示せ。

(ｱ)日英同盟改訂に際し、イギリスは日本がインド支配を認めることを条件に日本のやり方を認めた。

(ｲ)日露戦争で敗れたロシアは日本の指導・監督権を認めた。

(ｳ)アメリカは韓国の領土保全・門戸開放を主張し、日本による韓国の保護国化に反対した。

(ｴ)国際平和会議での韓国側の訴えを列強は無視した。

（１１）＜大正時代＞［ ］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②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。これを＜ g.＞という。かわって首相
となった山本権兵衛も［ 2 ］事件で辞職した。こうしたなか、［ 3 ］は天皇機関説を説き、東京帝国大学教授の［

4 ］は1916年の雑誌で②民本主義を提唱、大正デモクシーとよばれる風潮が拡がった。

１９１４年ヨーロッパで③第１次世界大戦が発生すると日本はドイツに宣戦を布告、世界の目がヨーロッパに集中

している中、中国に④２１カ条要求を強要した。こうした日本の動きは⑤アメリカの反発をかったが、アメリカの大戦参

戦をきっかけにいったん⑥妥協が成立した。



- 13 -

1917年11月＜ h.＞が発生すると、列強４カ国は革命干渉戦争を開始、日本も＜ i.＞を行った。しかし、理由の
ない出兵に国内での反発もつよく、⑦米騒動が発生、新たな社会運動の発展のきっかけとなった。

(ｵ)美濃部達吉 (ｶ)桂太郎 (ｷ)吉野作造 (ｸ)西園寺公望 (ｹ)ロスチャイルド (ｺ)ジーメンス (ｻ)クルップ

＜設問＞

①この人物が総裁をしていたかつての自由党の流れをくむ政党の名をいえ。

②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

③民本主義の考え方をもっとも適切に説明した文を１つ選べ。

(ｱ)帝国憲法下においては民主主義は不可能であり、天皇制をなくすことが不可欠である。

(ｲ)天皇中心とし、そのもとでの平等な社会を実現すべきである。

(ｳ)私有財産制を廃止すべきである。

(ｴ)帝国憲法のもとでも議会政治を進めることで民衆の政治参加や民主化が可能である。

(ｵ)主権を国民の手に取り戻すべきであり、帝国憲法を改正することをめざすべきだ。

④第一次大戦でドイツ側で戦った国を二つ選び、記号で記せ。

(ｱ)アメリカ (ｲ)イギリス (ｳ)イタリア (ｴ)フランス (ｵ)オーストリア=ハンガリー (ｶ)トルコ

(ｷ)ロシア (ｸ)中国

⑤２１カ条要求に含めれていない内容を１つ選び記号で記せ。

(ｱ)山東省のドイツ利権の継承

(ｲ)南満州・東部内蒙古などの日本の権益の延長

(ｳ)中国政府に日本人の財政・外交顧問をおくこと

(ｴ)台湾・遼東半島の割譲

⑥アメリカの中国政策について記したものを１つ選べ。

(ｱ)中国東北部やモンゴルに軍隊を派遣し、事実上の占領状態においていた。

(ｲ)中国市場の開放をもとめ、中国の分割に反対していた。

(ｳ)中国市場の独占をめざし、他の列強の中国進出に反対していた。

(ｴ)香港などを租借するとともに、各地に勢力圏を設定していた。

⑦この妥協の名をいえ。

⑧米騒動について説明した以下の文で誤りを含むものを１つ選び記号で答えよ。

(ｱ)富山県の女性らが県外への米移送に反対したことがきっかけに発生した。

(ｲ)新聞はこの騒動を黙殺したが、人々のうわさや口コミによって全国化に広がっていった。

(ｳ)全国各地で米の安売りを求める運動が起こり、米屋・富商・地主などが襲撃された。

(ｴ)この騒動のなか、多くの地域で労働者や貧農と被差別部落民の共同した運動も生まれた。

(ｵ)騒動の拡大のなか、京都や大阪などでは軍隊も出動した。
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（１２）＜産業革命＞［ ］内にいれるべき適語を語群から選び記号で答え

よ。また下線部についての設問に答えよ。

1880年代後半、日本では会社設立ブームが発生、さらに日清戦争で多額の賠償金を得たこともあって、①産業

革命が本格化していった。開国によって大きな打撃を受けた綿織物業は農村工業として回復、それを背景に機械を

導入した大規模な[ 1 ]工場がつくられ、綿製品は輸出産業へと発展、多くはアメリカに向けて輸出された[ 2 ]とと

もに日本の産業を支えた。こうした繊維工業の国際競争力は、②低賃金・長時間など劣悪な環境で働く女工たちに

よって支えられていた。

1880年代は、農村における③寄生地主化がすすんだ時代でもあった。かれらの豊富な資金が会社設立ブームを

資金面で支えた。しかし、この過程は多くの農民たちが土地を失う過程もあった。農村に残った農民たちは地主への

[ 3 ]を課され、都市へでたものの多くもスラムなど下層社会へと流入した。大量の貧困層の存在は、国内市場を

[ 4 ]し、日本の企業はその販売市場を国外にもとめさせたのである。このような日本社会の仕組みこそが、日本を

強引な対外侵略に向かわせたという指摘がこれまでからなされてきた。

産業革命の進展は日本にも労働運動を芽生えさせた。1897年片山潜や高野房太郎は[ 5 ]を結成、労働組

合もつくられ始めた。これにたいし、政府は1900年[ 6 ]を制定し労働運動を押さえる一方、1911年④工場法を制

定させた。1901年には日本初の社会主義政党[ 7 ]が片山や⑤幸徳秋水らによって結成されたが即日解散を命

じられた。

日本の経済や社会は［8］をきっかけに大きく変化した。⑥日本は空前の好景気にわき、貿易は大幅な［9］超過へ

とかわっていった。工業においても［10］工業の比重が拡大、都市へ人口集中がすすみ、⑦人々の新しい生活様式

も大きくかわっていった。

(ｱ)製鉄 (ｲ)鉄道 (ｳ)紡績 (ｴ)生糸 (ｵ)高額小作料 (ｶ)年貢 (ｷ)安価 (ｸ)高価 (ｹ)広く (ｺ)狭く

(ｻ)重 (ｼ)軽 (ｽ)化学 (ｾ)活性化 (ｿ)工場 (ﾀ)社会民主党 (ﾁ)日本社会党 (ﾂ)第一次世界大戦

(ﾃ)日露戦争 (ﾄ)治安警察法 (ﾅ)治安維持法 (ﾆ)労働組合期成会 (ﾇ)日本労働組合総同盟 (ﾈ)輸出

(ﾉ)輸入 (ﾊ)賠償

＜設問＞

①戦前の日本の産業は、文中に記した２つの繊維産業部門の他には、もうひとつの産業分野のみが突出し、他の

産業は未発達であったといわれている。突出して発展したもうひとつの産業分野とは何か。

②女工たちは、どのような家庭の出身か、そしてどのような理由から女工となったのか、記せ。

③寄生地主とはどのような人をいうのか、説明せよ。

④工場法の内容について正しく記したものを一つ選べ。

(ｱ)女子や年少者の深夜労働などを制限した法律である。

(ｲ)団結権や罷業権を制限する法律である。

(ｳ)工場設立にかかわる資金や労働内容を定めた法律である。

(ｴ)１日８時間労働をさだめた法律である。

⑤この人物はのちに明治天皇暗殺事件にかかわったとされて処刑された。この事件の名をいえ。

⑥この好景気の中で、造船・海運業を中心に急速に利益を上げ、派手な生活を送る事業家がいた。彼らを将棋に

たとえてどのようにいっていたか。
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⑦人々のあたらしい生活様式にかかわって記した以下の文で誤りを含むものを指摘せよ。

(ｱ)バスの車掌や電話交換手などに女性が進出する職場も増えた。

(ｲ)ラジオや映画、レコードなどが普及し、流行歌なども生まれるようになった。

(ｳ)発電所つくられや送電線も整備されるなどしだいに電化が進んでいった。

(ｴ)学校教育の普及により、文字を読める人は全人口の２／３にたっし、新聞や雑誌などが読者をのばした。

（１３）＜社会運動の発展＞文中の＜＞は自分で考え、［ ］内は語群から選

び、それぞれ適語を記せ。また下線部について設問に答えよ。

大正時代になると、社会運動の急速な発展がみられた。①労働争議件数が急速に増加、1912年には鈴木文

治らが②友愛会を結成した。農村でも③小作争議が頻発、こうした動きを背景に、1922年杉山元次郎らが農民の

全国組織＜ j.＞を結成、同年④部落解放をめざす＜ k.＞も結成された。
また女性解放運動では平塚雷鳥らが[ 1 ]を結成、その創刊の辞に「元始、女性は＜ l.＞であった」と記し、大

きな反響を得た。さらに1920年平塚は[ 2 ]らとともに新婦人協会を結成した。

こうした社会運動の高まりの中、⑤社会主義運動も再開され、1920年には⑥日本社会主義同盟が結成され、1

922年には堺利彦らが秘密裏に＜ m.＞党を結成した。
さらに民本主義を唱える[ 3 ]は「中央公論」「改造」など総合雑誌を舞台に論陣を張り、その影響を受けた学

生たちは[ 4 ](東大)などを結成した。

1924(大正13)年、貴族院を基盤に［ 5 ］内閣が成立すると議会各派はこれに強く反発、⑦護憲三派を結成、

倒閣運動をすすめた。彼らは選挙に圧勝すると［ 6 ]を首相に護憲三派内閣を結成、⑧普通選挙法を制定した。

これ以後、1932（昭和７）年まで⑨議会では多数党総裁を首相とする政党内閣制が慣習化された。

(ｱ)寺内正毅 (ｲ)原敬 (ｳ)市川房枝 (ｴ)吉野作造 (ｵ)清浦奎吾 (ｶ)加藤高明 (ｷ)山川菊栄

(ｸ)青鞜社 (ｹ)赤瀾会 (ｺ)憲政会 (ｻ)黎明会 (ｼ)新人会

①労働争議が活発化した背景について記した以下の文で誤りを含むものを１つ選び記号で記せ。

(ｱ)米騒動に見られるような日本国内での大衆運動の高まりがあった。

(ｲ)大戦景気の中、日本の工業化が進み労働者人口が急増した。

(ｳ)産業革命の進展により繊維産業が発展、労働者数に占める女子労働者（女工）の割合が急増した。

(ｴ)インフレが進み、物価高が労働者たちの生活を直撃した。

(ｵ)ロシア革命で労働者の国が成立したという意識が人々の間に広がった。

②友愛会にかかわって記した以下の問いに答えよ。

（１）設立当時のこの組織について正しく説明したものを１つ選び記号で記せ。

(ｱ)労働組合の全国協議会をめざして結成された。

(ｲ)資本家と対抗し、労働者の権利を守ることをめざした。

(ｳ)資本家とも協力しながら労働者の地位向上をめざした。

(ｴ)社会主義者の影響下のもとに結成された。

(2)この組織は、１９２１年、最終的にどのような名称となったのか、記せ。
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③小作争議において農民たちはどのような要求を提出したのか、下の文の空欄にそれぞれ漢字を２字

ずついれよ。

高額（ Ａ ）料の減額や（ Ｂ ）権獲得の要求

④この組織などにかかわって記した以下の文で誤りを含むものを１つ選べ。

(ｱ)米騒動には被差別部落住民も多く参加していた。

(ｲ)この組織は被差別部落住民自身の手によって差別を撤廃することをめざしていた。

(ｳ)当初、この組織は差別的な行動をした人への糾弾を中心的な運動としていた。

(ｴ)この組織は部落差別の解消だけをめざすものであり、農民や労働者との連帯には消極的であった。

⑤これまで社会主義は「冬の時代」ともいえる状況にあった。そのきっかけとなった1910年発生した

明治天皇暗殺未遂事件の名をいえ。

⑥この同盟で無政府主義者の中心として活動し、関東大震災の中で憲兵に虐殺された人物を選び、

記号で記せ。

(ｱ)荒畑寒村 (ｲ)山川均 (ｳ)幸徳秋水 (ｴ)大杉栄 (ｵ)坂本竜馬 (ｶ)片山潜

⑦護憲三派に含まれる政党をあるだけ選び記号で記せ。

(ｱ)革新倶楽部 (ｲ)立憲改進党 (ｳ)自由民主党 (ｴ)憲政会 (ｵ)自由党 (ｶ)日本共産党

⑧この普通選挙法によって選挙権が与えられたのはどのような人か。次の（ ）内に入れるべき語を

記せ。

満（ １ ）歳以上の（ ２ ）

⑨これ以降衆議院で多数を占める政党が政局を担当することになる。この慣例をなんといったか。

（１４）＜昭和恐慌とファシズム化＞文中の[ ］に入れるべき適語を語群か

ら選び記号で記せ。また下線部について設問に答えよ。

第一次大戦によって好景気を迎えた日本は、戦争終結とともに不況へと陥った。とくに1923年発生した1923年発

生した関東大震災は日本経済に深刻な打撃を与えた。これにたいし日銀は震災手形を大量に発行し危機を切り抜

けた。しかしこの手形の処理をめぐって1927年［ 1 ］が発生、銀行などの破産・休業が相次いだ。当時の内閣の恐

慌対策は①枢密院の拒否をうけ挫折、崩壊した。

②かわって成立した[ 2 ]内閣は、③中国にたいする強硬外交をすすめ、④東方会議で大陸への進出の方向を

定めた。他方、軍部の反対を押し切って［ 3 ］にも調印した。さらに普通選挙制の実施で力を伸ばした［ 4 ］政党

の勢力拡大に恐れを抱き、三一五事件で［ 5 ］とその関係者を弾圧、⑤治安維持法を緊急勅令で大改悪した。

しかし⑥外交上の不手際を昭和天皇に叱責され、退陣した。

1929年首相となった［ 6 ］は、［ 7 ］を蔵相に起用、1930年⑦金解禁を実施した。しかしその直前の1929年［
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8 ］が発生していたこともあって⑧日本はきびしい不況となった。さらに海軍などの反発をおしきってロンドン軍縮条約

を締結した。このような政策は右翼などの厳しい攻撃をうけ、1930年東京駅で撃たれ、翌年それが原因で死亡した。

これ以降、⑨右翼勢力の活動はさらに活発化し、1936年２月には⑩２・２６事件が発生した。この事件の結果、

崩壊した内閣に変わり組閣された[ 9 ]内閣は軍部の意向を次々とうけいれ、⑪「国策の基準」を決定した。ナチス

党の支配下にある［ 10 ］との間で防共協定を締結した。

(ｱ)浜口雄幸 (ｲ)近衛文麿 (ｳ)岡田啓介 (ｴ)広田弘毅 (ｵ)幣原喜重郎 (ｶ)井上準之助 (ｷ)田中義一

(ｸ)犬養毅 (ｹ)若槻礼次郎 (ｺ) 加藤高明 (ｻ)枢密院 (ｼ)貴族院 (ｽ)パリ不戦条約 (ｾ)ワシントン軍縮条約

(ｿ)ヴェルサイユ条約 (ﾀ)日本社会党 (ﾁ)日本共産党 (ﾂ)無産政党 (ﾃ)世界恐慌 (ﾄ)昭和恐慌 (ﾅ)金融恐慌

(ﾆ)無産政党 (ﾇ)ドイツ (ﾈ)イタリア (ﾉ)イギリス (ﾊ)フランス

①枢密院がこのような態度をとったのは当時の内閣の外交政策に反発をもったためである。空欄にそ

れぞれ漢字二字を入れよ。

（ A ）外相が主導する国際（ B ）外交

②この内閣はこの経済困難をどのような手段で乗り切ったのか。下から２つ選び、記号で示せ。

(ｱ)日銀の緊急貸出 (ｲ)借金の棒引き (ｳ)三週間の支払猶予令 (ｴ)台湾銀行救済の緊急勅令

(ｵ)徳政令

③このような強硬論がでる背景には中国でどのようなことが進んでいたからか、下から１つ選べ。

(ｱ)中国共産党の勢力拡大 (ｲ)中国国民党による中国統一運動 (ｳ)軍閥の割拠状態

(ｴ)アヘン戦争の発生 (ｵ)中国での農民反乱の発生 (ｶ)義和団事件の発生

④この会議ではどのようなことが決められたのか。もっとも近いものを１つ選べ。

(ｱ)中国全土を日本の支配下におくべきである。

(ｲ)東南アジアに進出し、石油やゴムなど日本にとって必要な資源を確保すべきだ。

(ｳ)北進論を取り、満州からシベリアへ進出すべきである

(ｴ)満州は中国の一部ではなく、中国の主権は及ばない。日本が進出しても問題ない。

(ｵ)中国は独立国であるから、その主権を最大限尊重すべきだ。

⑤治安維持法は「国体」の変革をめざしたり、私有財産制の否認をめざす結社にかかわるものを取り

締まることを目的としていた。

（１）私有財産制の否認をめざす結社とは具体的にはどのような政党を指すのか、記せ。

（２）この改悪で「目的遂行罪」という罪名が追加された。この罪名はこののちどのように利用され

るようになったのか記せ。

（３）1928年全国各府県に設置された思想言論を取り締まる警察機関を何というか。

⑥これは満州（中国東北部）で発生した大事件の責任を首相があいまいにしようとしたためである。

この大事件とはどのような事件か。
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⑦金解禁について説明した次の文で誤りを含むものを１つ選び記号で記せ。

(ｱ)金解禁とは円と金の交換を認めることをさし、金の保有量に応じ紙幣を発行するという政策である。

(ｲ)政府は、経済力に見合った量の紙幣しか発行しないことで財政や金融の引き締めを図った。

(ｳ)政府は、企業の合理化をすすめることでその体力を強め、国際競争力を強化しようとした。

(ｴ)こうした政策は物価を上昇させ、インフレーションを発生させ、国民の生活を苦しめることになった。

(ｵ)政府には、緊縮財政をすすめ軍事費がとどまることなく拡大することを抑えるねらいがあった。

⑧この不況について説明した次の文で誤りを含むものを１つ選び記号で記せ。

(ｱ)企業の倒産や人員整理などにより失業者が非常にふえた。

(ｲ)繭価の大暴落や、1930～31年の連続した冷害による大凶作で農村は深刻な不況となった。

(ｳ)農村では、欠食児童が増加し、役所が子女の人身売買を斡旋するといったことも行われた。

(ｴ)ストライキなど労働争議の件数が１９３１年には戦前最大となった。

(ｵ)賃金が高くなったため、企業はその支払いに困り、国際競争力が弱っていった。

⑨１９３２年、海軍将校らが当時の首相を襲撃し殺害した事件の名をいえ。

⑩２２６事件について正しく説明した文を１つ選び記号で記せ。

(ｱ)右翼結社が鉄道車内で毒ガスを散布し、無差別殺人を行った事件

(ｲ)陸軍の青年将校たちが兵士を率い、首相官邸や議事堂を占拠し政府首脳を殺害した事件。

(ｳ)昭和天皇が虎ノ門で暴漢に射撃されたできごと

(ｴ)共産党員や支持者が大量に警察にとらえられた事件

(ｵ)海軍の将校が民間右翼と結んで首相を殺害した事件

⑪「国策の基準」の内容を示した文を２つ選べ。

(ｱ)中国全土の支配をめざし、軍事行動をおこす。

(ｲ)シベリア進出をめざし、満州への軍備を増強する。

(ｳ)天皇中心の国家体制をめざそうとする。

(ｴ)米英との開戦に備え、軍備拡張や国内改革を進める。

（１５）＜満州事変と日中戦争＞下の文を読んで、下記の設問に答えよ。
《α》年9月18日の (a)柳条湖事件をきっかけに＜ a.＞が発生、日本軍は５ヶ月で中国東北部全土を制圧、

翌年には清朝の最後の皇帝[ 1 ]を執政として「満州国」をつくった。 中国の提訴を受けた＜ b.＞は調査団を現
地に派遣した。日本は、その調査結果に反発し、この組織を脱退、日本の孤立化が進んだ。他方、⑤日本経済は

一転して好景気となった。

1933年、日本は中国といったん[ 2 ]休戦協定を結んだが日本軍の侵略はとまらなかった。これにたいし中国側

でも(b)西安事件をきっかけに日本に対抗する体制がうまれつつあった。《β》年７月７日、(c)盧溝橋事件がおこる
と日中両国は全面戦争へ突入、日本軍は軍事行動を拡大、１２月には首都を占領、その直後(d)南京事件が発
生した。しかし国民政府は首都を[ 3 ]と移動して⑥徹底抗戦体制を取り、共産党軍も解放区を建設、ゲリラ戦を

展開した。

《設問》

１ 文中の＜A＞～＜B＞に適語を記せ。

２ 文中の《α》《β》に数字を入れよ。
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３ 文中の[ １ ]～[ 3 ]にいれる人名または地名を選び、記号で記せ

(ｱ)重慶 (ｲ)南京 (ｳ)上海 (ｴ)塘沽 (ｵ)溥儀 (ｶ)西安 (ｷ)毛沢東

４ 文中の(a)～（ｄ）の事件を説明した文をそれぞれ選び、記号で記せ。

(ｱ)北京郊外で演習をしていた軍隊同士のトラブルから両軍が戦火を交えた事件

(ｲ)国民党の張学良らが蒋介石を捕らえ、要求実現を迫った事件。

(ｳ)軍閥の張作霖が日本軍の鉄道爆破によって死亡した事件。

(ｴ)南満州鉄道が、日本軍によって爆破された事件

(ｵ)国民党による中国統一を妨害するため、日本人保護の名目のもとに日本軍が出兵した事件。

(ｶ)国民党が共産党員や労働組合指導者などを襲撃・弾圧した事件

(ｷ)日本軍が中国人捕虜や民間人などを大量に虐殺した事件

５ 下線部⑤のような好景気となった理由を示した以下の文で、誤りを含むものを１つえらび、記号

で記せ。

(ｱ)金輸出の再禁止によって強烈な円高となり、輸出品の価格が上がり、輸出が急増したため。

(ｲ)管理通貨制度に移行したため、財政膨張の歯止めがなくなり、大規模な財政政策が可能になったため。

(ｳ)満州事変によって市場が拡大、満州特需といわれる状況となったため。

(ｴ)軍縮条約を脱退し、大建艦時代が到来、大規模な軍備拡張がすすめられたので。

(ｵ)金解禁によって産業の合理化が進んだので。

６ 下線部⑥のような国民政府の姿勢にたいして日本政府がとった態度をあるだけ選べ。

(ｱ)国民政府の高官汪兆銘に傀儡政権をつくらせた。

(ｲ)東亜新秩序を唱え、「国民政府は対手とせず」との宣言を発した。

(ｳ)アメリカに国民政府との仲裁を依頼した。

(ｴ)中国大陸から撤退した。

(ｵ)和平交渉を進めようとしたが、その内容は日本に都合のよいもののみを並べるものであった。

（１６）＜開戦＞文中の（ ）にいれるべき語は自分で考え、[ ]は語群から適語を選

び記号で、それぞれ適語を記せ。（なお同じ番号は同一語を示す）また下線部につ

いて以下の設問に答えよ。

日中戦争が泥沼化する一方、陸では、[ 1 ]と戦いシベリアへの進出を図ろうという考えが強く、１９３８年７月

には「満州国」とモンゴルとの国境で（ A ）事件を起こしたが、壊滅的な打撃をうけ敗北した。しかもこの事件最

中に、この国が日本の友好国[ 2 ]と不可侵条約を締結、この考えはいったん挫折した。

事件の直後の１９３９年９月、[2]がポーランドに進攻、①第二次世界大戦が発生、翌年にはヨーロッパ大陸全

土を支配下におくと、日本では[2]との結びつきを強め，アメリカや[ 3 ]との戦争を覚悟のうえでかれらの植民地に

進出し，その地の資源を獲得しようという主張が急速に高まった。これをうけ、7月に成立した第二次[ 4 ]内閣は

９月（ B ）を締結、さらに②北部[ 5 ]へも進駐した。

こうした一連の行動は、③アメリカなどの強い反発を招いた。これにたいし、日本は野村吉三郎を派遣して（ C
）を開始する一方、[１]と中立条約を締結、アメリカへ圧力を加えようとした。しかし６月独ソ戦が始まると、④これに

呼応しようという動きも発生したが、ドイツの勝利を信じる日本政府は南部[６]への進駐を選んだ。
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これをみたアメリカは日本への[ 6 ]を決定、（ D ）の全面禁輸を決めた。こうした事態に対し、国内的には

（ E ）包囲網であるその脅威を宣伝、⑤9月の御前会議で帝国国策遂行要領を決定した。１０月には開戦派の

陸軍大将[ 7 ]が首相に任命され、戦争準備は本格化した。その間、日米交渉は断続的に続けられたが、交

渉はすすまず、⑥アメリカが最後通牒とも言えるハル＝ノートを提出すると、日本は開戦を決意、１９４５年１２月８日

日本軍の[ 8 ]上陸作戦などでアジア太平洋戦争が開始された。

(ｱ)マレー半島 (ｲ)ノルマンディ (ｳ)フィリピン (ｴ)南洋群島 (ｵ)スペイン (ｶ)ドイツ (ｷ)イギリス

(ｸ)ソ連 (ｹ)仏領インドシナ (ｺ)経済制裁 (ｻ)軍事力の行使 (ｼ)小磯国昭 (ｽ)東条英機

(ｾ)近衛文麿 (ｿ)浜口雄幸

①この当時の内閣は、この戦争に対しどのような対応をとっていたのか。

②この進駐は、中国戦線での停滞を打開するという目的もあった。どのような目的であったのか、記せ。

③当時のアメリカの姿勢とは異なる内容を１つ選べ。

(ｱ)ファシズムは世界の敵であると考え、イギリスとの連携を強めていた。

(ｲ)日本の侵略は自国の植民地であるフィリピンへの脅威となると考えていた。

(ｳ)中国を心情的には支持していたが、日本との対立をおそれ軍事援助はしていなかった。

(ｴ)中国市場は世界に門戸を開放すべきであり、日本のやり方はそれに反すると反発していた。

④独ソ戦開戦に際して、陸軍が行った行動を記せ。

⑤9月の御前会議で決定された帝国国策遂行要領の内容を一つ選べ。

(ｱ)満州モンゴルを日本人安住の地とし、権益を守るためには武力行使も辞さない。

(ｲ)日米交渉をすすめ、期日までに日本の要求が達成できねば対米英戦争を決意する。

(ｳ)米英との交渉を第一とし、武力行使は避ける。

(ｴ)武力行使で脅しながら、米英が折れないときは大陸から撤退する。

⑥アメリカが日本に要求した最終通牒（ハル＝ノート）に含まれないものを１つ選び記号で記せ。

(ｱ)中国大陸からの撤退

(ｲ)仏領インドシナからの完全撤退

(ｳ)三国同盟の否認

(ｴ)台湾・朝鮮半島などすべての植民地の放棄

（１７）＜アジアと戦争＞文中の[ ]にいれるべき適語を語群より選び記号で記せ。ま

た下線部について以下の設問に答えよ。

東南アジアに進出した日本は①大東亜共栄圏構想を打ち出し、１９４３年には占領下の人々の代表などを集め

て[ 1 ]を開催した。しかし、東南アジアに進出した日本軍は現地の人々や捕虜に強制労働を強いたり、[ 2 ]

とよばれる特殊な紙幣を大量に用い悪性のインフレーションを発生させるなど、人々を苦しめた。またシンガポールなど

では日本に反対すると思われる中国人を虐殺するといった事件もおこした。また②現地の宗教や慣習を無視した日

本化政策もおしすすめた。

１９１０年以後、日本の植民地とされていた朝鮮半島では、戦争が激しくなるにつれて、日本による人間や物資の

収奪がいっそう進んでいった。日本は③朝鮮民族の民族性抹殺をはかる[ 3 ]政策をいっそう推し進めた。また

[ 4 ]制度を導入し青年を兵士にかりたてたり、大量の朝鮮人を日本本土に[ 5 ]し、炭坑や土木
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工事など危険な仕事に従事させた。こうした日本の植民地支配に対し、さまざまな抵抗運動もつづいた。

(ｱ)臣民化 (ｲ)東方会議 (ｳ)大東亜会議 (ｴ)強制連行 (ｵ)皇民化 (ｶ)特別志願兵 (ｷ)交鈔

(ｸ)軍票

①大東亜共栄圏構想とはどのようなものか、説明せよ。

②このような例を1つ以上記せ。

③具体的にはどのような政策をとったのか、例を上げよ。

（１８）＜国民生活の窮乏＞文中の（ ）は自分で考え、[ ]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以下の設問に答えよ。

日中戦争の発生は国民の生活を一気に直撃した。戦争がはじまると政府は[ 1 ]運動を展開、出征兵士の

歓送・慰霊祭・神社崇拝・家ごとの国旗掲揚をすすめ、消極的な者は（ A ）とみなす風潮が生まれた。政府は1

938年の[ 2 ]法で議会の決定なしで国民を動員する権限を得ると、1940年には[ 3 ]令を発し、国民を軍需

産業での労働などに強制的に従事させるようにした。政府は、軍事費の負担を[ 4 ]の割りあてや貯蓄という形で

国民に転嫁していった。国民生活は切りつめられ、食糧や生活必需品の[ 5 ]配給制度もはじまり、（ B ）と

いったスローガンが高唱された。太平洋戦争の開戦後，政府は，多くの工場を[ 6 ]工場へ転用、不足する労働

力を①女性や学生たちによる[ 7 ]という形で調達した。

1944年後半以降になり，米軍機による②本土空襲が激化すると、政府は防空演習を強化するとともに、各家に

[ 8 ]をつくらせ、さらに火災の延焼を防ぐために建物の[ 9 ]も行われた。さらに、③子どもたちも家族と別れ、

[ 10 ]として農村で暮らすことを余儀なくされた。

(ｱ)国家総動員 (ｲ)戦時国債 (ｳ)学徒出陣 (ｴ)民需 (ｵ)防空壕 (ｶ)勤労動員 (ｷ)学童疎開

(ｸ)大政翼賛 (ｹ)国民精神総動員 (ｺ)国民徴用 (ｻ)強制疎開 (ｼ)都市 (ｽ)軍需 (ｾ)配給

①このような形で組織化された女性たちの組織をどのように呼んだか、こたえよ。

②(1)本土空襲について説明した以下の文で誤りを含むものを1つ選び記号で答えなさい。

(ｱ)1945年3月以前は軍事施設を狙った攻撃が中心であった。

(ｲ)焼夷弾などを用い、火災によって損害を与えるという無差別爆撃が中心となった。

(ｳ)人々は空襲に備え、光が漏れないように電灯に黒い布を巻くなどの灯火管制が強いられていた。

(ｴ)3月10日未明の東京大空襲では一般人の死者が1万人にものぼるという大きな被害を出した。

③戦時下において、これまでの小学校は、どのような名前に変更されたか。


