
１

飯田塾 中学歴史 基礎演習プリント Ａ－２

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

17 世紀のヨーロッパ オランダ中心

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ニュートン 科学実験をした

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ロック 社会契約説、抵抗権 人は生まれながらに自由平等である

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

モンテスキュー 法の精神、三権分立

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ルソー 社会契約説、人民主権

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

啓蒙思想

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※Ａ～Ｄの人物名を学校の教科書Ｐ134、135 を見て、下に名前を書きなさい。
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以下の問題を解いたら、前のページの語句を見て、丸つけをしてください。

以降すべて同じです。

〈１３４ページ〉その１

江戸幕府が開かれた 17 世紀のヨーロッパは、

〔      〕が中心でした。

このころ〔         〕が科学実験を行い、

〔         〕が社会契約説と抵抗権を、

〔         〕が〔        〕と三権分立を、

〔         〕が社会契約説と人民主権を主張しました。

これらを〔       〕といいます。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

〈イギリスの革命〉

1642 年 ピューリタン革命 クロムウェル

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1688 年 名誉革命  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1689 年 権利章典

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

絶対王政から 議会が政治の中心となる

立憲君主制へ

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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〈１３４ページ〉その２

1640 年、イギリスで、〔        〕を指導者とする

〔         〕革命が起きました。

この革命の 48 年後の 1688 年には〔     〕革命を起こし、

〔     〕君主制と議会政治を確立させ、

翌年の 1689 には、〔       〕を制定させました。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

〈アメリカの革命〉

1775 年～83 年 アメリカ 独立戦争 フランスが応援

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1776 年 アメリカ 独立宣言

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

初代大統領 ジョージ・ワシントン

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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〈１３５ページ〉その３

イギリスは、アメリカを占領したのち、イギリス優先の法律ばかり作りました。

それに反対したアメリカの人々は、お茶を海に捨てて抗議しました。

このように、イギリスに重い税をかせられたアメリカの人々は、

イギリスに反発し、1776 年に〔     〕宣言を発表しました。

この 1775 から始まった〔    〕戦争は、

フランスの支援もあって成功しました。

初代大統領には、ジョージ・〔      〕がなりました。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

〈フランスの革命〉

絶対王政

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ベルサイユ宮殿 ヨーロッパの中心地

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

貧富の差が大きい 平民不満  貴族 ＞ 僧 ＞ 平民

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1789 年 バスチーユ牢獄 フランス革命 人権宣言

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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〈１３６ページ〉その４

江戸時代のころのイギリスやフランスなどヨーロッパでは、国王が独占的な権力を持ってい

ました。この政治のしくみを〔      〕といいます。

フランスは〔     〕宮殿をたて、ヨーロッパの政治と文化の中心としました。

しかし貧富の差は大きく、第三身分（平民）だけが税を負担していました。

こうした社会を旧体制といいます。

これを不満に思った平民たちが立ち上がり、〔  〕年に、

〔      〕革命を起こし、〔     〕宣言を発表しました。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

1804 年 皇帝ナポレオン

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ルイ１４世 ベルサイユ宮殿を作る

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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この革命をおそれたヨーロッパの国々が、

フランスを攻撃し始めました。

このヨーロッパの国々に対抗するなかで、

軍人の〔         〕が現れ、1804 年に皇帝になり活躍しました。

ルイ１４世が建設した宮殿を

〔           〕宮殿といいます。
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【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

イギリス インドのように綿を自国で生産することを計画

18 世紀後半 蒸気機関で動く機械をつくる

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

19 世紀 世界の工場と呼ばれた これを産業革命という

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※この結果、イギリスの工場で安い綿織物が大量生産されるようになり、

インドは、綿織物の輸出国から輸入国になってしまった。
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〈１３８ページ〉その５

18 世紀のヨーロッパでは、インドの綿布が好評でしたが、輸入が多かったため、貿易赤字

でした。そこでイギリスは、自分で綿を作ろうと努力を重ね、18 世紀の終わりには、

〔     〕機関で動く機械を完成させました。

これにより 19 世紀のイギリスは〔          〕と呼ばれました。

このような産業のしくみの変化を〔     〕革命といいます。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

産業がきゅうげきに発展→

自由競争へ 資本主義という

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

貧富の差 労働災害おこる →

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

資本主義をひはん  社会主義の誕生

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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この革命によって、資本を持つ経営者が、賃金をもらって働く労働者を

やとうしくみが広がりました。これを〔    〕主義といいます。

この主義によって、〔    〕の差や労働災害が起きてしまいました。

このため、この主義を批判する〔     〕主義の考えが生まれました。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

〈三角貿易からアヘン戦争〉

三角貿易  イギリス、清、インド

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

イギリス → インド 工業製品、綿織物

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

インド → 清 アヘン   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

清 → イギリス 茶、絹

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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〈１４０ページ〉その６

世界の中心であったイギリスは、

清とインドと〔     〕貿易を行っていました。

イギリスがインドに工業製品と〔   〕織物を売り、

イギリスはさらにインドに麻薬の〔    〕を作らせて、清に売らせました。

そしてイギリスは清から〔    〕や絹を買っていました。

※支払はすべて銀で行われました。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

1840 年 アヘン戦争 イギリス vs 清 イギリス勝利

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1842 年 南京条約 香港をイギリスに

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

負けた清政府→農民に重税

農民不満 洪秀全 立ち上がる 太平天国の乱

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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この麻薬を厳しく取りしまった清にイギリスは怒り、

〔   〕年に戦いを仕向けやっつけました。

これを〔      〕戦争といいます。

２年後には〔    〕条約を結び、

イギリスは〔    〕を手に入れました。

イギリスに賠償金を払うために清政府は、農民に重い税をかけました。

これに不満をもった洪秀全を中心とする〔         〕の乱が起きました。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

1857 年 イギリスに インドが怒って インド大反乱

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※イギリスがインドをおさえ、植民地に
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〈１４１ページ〉その７

インドでは、三角貿易によりイギリスの綿織物が入ってきたことで、

インドの綿産業は苦しみました。

これで 1857 年に〔         〕が起きました。

これをイギリスがしずめ、

インドを植民地にしてしまいました。
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【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

アメリカ  1861 年 南北戦争

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

リンカーン大統領の北部 勝利

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

人民の、人民による、人民のための政治

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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〈１３９ページ〉その８

アメリカではヨーロッパから多くの移民が入り、

農業と工業が発達しました。

しかし奴隷制をめぐる対立から国が二つに分裂し、

〔   〕年に〔   〕戦争が始まりました。

合衆国と奴隷解放を進める北部が勝ちました。

このときのリーダーが〔       〕大統領です。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

ドイツ 1871 年 ビスマルク

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

鉄血宰相さいしょう ドイツ統一

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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ドイツでは〔      〕宰相と呼ばれた

〔           〕が 1871 年にドイツを統一しました。


