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【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

1853 年（いやーゴミだらけだな） ペリー 黒船  浦賀

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

下田 函館 日米和親条約

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

アメリカ・オランダ・イギリス・ロシア （青色、と覚えよう）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1858 年 ハリス 大老の井伊直弼 日米修好通商条約

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

次のページの問題を解いたら、

このページで、丸つけをしてください。
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〈１４２ページ〉その９

東インド艦隊司令長官〔   〕は、〔   〕年に、４隻の軍艦を率いて神奈川県の〔   〕

に来ました。この人は、１年後にもやってきて、静岡県の〔   〕と北海道の〔   〕

の２港を開きました。この条約を、〔      〕条約といいます。

このとき、アメリカのほかに、〔    〕〔    〕〔    〕とも、同じ条約を認

めさせられてしまいました。またアメリカ人がやってきました。今度は、貿易をするためで

す。〔  〕年にやってきた〔    〕と、大老の〔      〕は、勝手に、

〔        〕条約を結んでしまいました。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

横浜・長崎・新潟・神戸も開港  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

アメリカ オランダ イギリス フランス ロシア（青い風呂、と覚えよう）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

横浜が最大 主にイギリスと貿易

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

イギリスに対し 治外法権を認め 関税自主権がない契約を結ぶ  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

生糸、茶を輸出     

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

毛織物、綿織物、武器などを輸入     

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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この条約により、静岡と北海道に加えて、

〔    〕〔    〕〔    〕〔    〕の４港も貿易港になりました。

また、外国人の犯罪を、日本には裁く権利がない〔       〕権を認め、

さらに、輸入品の税率を日本側が決める〔       〕権がないなど、

不平等な条約も一緒に結んでしまいました。

実はこのとき、アメリカの他に、〔    〕〔    〕〔    〕〔    〕の４ヶ国

とも同じ条約を結んでしまいました。こうして鎖国は終わりました。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

大老 井伊直弼 反対派を処罰した

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1859 年 安政の大獄という

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

吉田松陰 橋本佐内

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1860 直弼暗殺 桜田門外の変    

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

尊王攘夷運動へ

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※尊王そんのう…天皇をうやまおうという考え

攘夷じょうい…外国の勢力を追い払おうとする考え



４

飯田塾 中学歴史 基礎演習プリント Ａ－２

〈その１０〉

開国したことで、日本に外国人がたくさん来るようになりました。

だから日本人は、みんなあわてました。そして開国させた張本人、

〔    〕の〔        〕は、みんなに文句を言われました。

文句をたくさん言われたこの人は、外国人がきらいなことを意味する

攘夷（じょうい）に賛成する〔    〕松陰や〔   〕左内を処刑しました。

1859 年のこれを〔     〕の大獄といいます。

しかし、これにより、大老は、ますます攘夷派の人たちの反感を買い、

翌年、水戸藩の浪士たちに暗殺されてしまいました。

1860 年のこれを〔     〕の変といいます。

開国により、安い綿織物がたくさん輸入されたことで、国内の生糸が売れなくなりました。

これにより、天皇をうやまい、欧米の勢力を打ち払おうとする運動が起こりました。これを

〔          〕運動といいます。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

薩摩藩 1862 年 大名行列 生麦事件→翌年 薩英戦争

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

長州藩 1864 年 イギリスなど四国艦隊 下関砲台を占領

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

欧米強い→倒幕するしかない！

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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〈その１１〉

1863 年、長州藩は、幕府の命令通りに、

1825 年の打払令のもと、下関海峡を通る外国船を砲撃しました。

しかし翌年に、イギリスなどの四国艦隊に

〔   〕砲台を占領されてしまいました。

薩摩藩でも、

大名行列を横切ったイギリス人を切る〔   〕事件を起こし、

翌年に、イギリスに攻撃される〔   〕戦争を起こしています。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

長州藩 木戸孝允たかよし  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

薩摩藩 西郷隆盛 大久保利通

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1866 年（いやーむーむー薩長同盟） 薩長同盟   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

土佐藩 坂本竜馬

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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これらにより、薩摩藩の〔   〕隆盛、〔    〕利通、そして

長州藩の〔   〕孝允は、倒幕をめざして、〔  〕年に同盟を組みました。

これを〔    〕同盟といいます。

この同盟を作ったきっかけは、土佐藩の〔        〕です。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

1867 年 大政奉還 15 代将軍 徳川慶喜

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1867 年 12 月 岩倉具視 王政復古の大号令 天皇中心

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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〈その１２〉

このような倒幕の動きを見た 15 代将軍徳川〔   〕は、〔  〕年に、

政権を朝廷に返しました。これを〔       〕といいます。

隆盛と利通、そして公家の〔    〕具視らは、

朝廷を動かして、同年 12 月に〔             〕を出し、

これからは徳川ではなく、天皇中心の政治をするぞと宣言しました。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

1868 年 鳥羽・伏見の戦い

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1869 年 降伏 戊辰戦争

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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これに不満を持った慶喜たち旧幕府軍は、

〔  〕年に〔   〕・伏見で新政府に戦いを挑みました。

しかし敗れ翌年、旧幕府軍は降伏しました。

この戦いを〔    〕戦争といいます。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

明治維新

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1868 年 五箇条の御誓文 公家に対して

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1869 年 版籍奉還 土地と人民を返す

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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〈その１３〉

江戸幕府に変わり、新しい明治政府ができました。

この動きを〔      〕といいます。

明治天皇は、戊辰戦争中の〔  〕年に、

公家や大名向けに、〔         〕という政治方針を発表しました。

明治政府は、〔  〕年、藩に、土地と〔   〕を

政府に返すように指示をしました。

これを〔      〕といいます。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

1871 年 廃藩置県 藩を廃止し県に

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

江戸→東京 首都に   年号は明治に

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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そして二年後の〔  〕年に、藩を廃止し県としました。

これを〔      〕といいます。

この政策により、江戸は〔   〕となり、

翌年には首都としました。また年号を明治としました。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

1869 年 四民平等 皇族以外はすべて平等

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

華族もともと偉い人 士族 平民 名字

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1871 年 解放令 えた・ひにん廃止

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

倒幕の中心 薩摩、長州、土佐、肥前 による 藩閥政治

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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〈その１４〉

1869 年、明治政府は身分制度を改め、

皇族(天皇の一族)以外を、すべて〔      〕としました。

公家･大名は〔  〕族、武士は〔  〕族、百姓･町人は〔   〕となり、

名字を名のることができ､職業や移転の制限が無くなりました。

また 1871 年には、〔   〕令が出され、

えた・ひにんの呼び名も廃止になりました。

倒幕の中心の薩摩、長州、土佐、肥前の４つの藩が政治を担当しました。

この政治を〔    〕政治と呼ばれます。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

欧米 資本主義 日本 文明開化

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

人力車 馬車 ランプ ガス灯

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

太陽暦 洋服 コート 帽子 牛肉

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

福沢諭吉 学問のすすめ

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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〈その１５〉

明治政府は、不平等条約を解消するために、〔    〕主義の欧米の文化を取り入れるこ

とで、一員になろうとしました。これを〔     〕開化といいます。

道路には、人力車や〔  〕車が走り、ランプや〔   〕灯が付けられ、

洋服やコート、〔   〕が流行り、〔   〕も食べるようになりました。

暦は１日を 24 時間、１週間を７日とする〔    〕暦が採用されました。

また、この時代の代表者でもある、〔       〕の学問のすすめは、

人間の平等と民主主義を説いたものでした。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

中江兆民 フランスへ ルソーの思想を日本に広めた

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

キリスト教の禁止も解かれた→信仰の自由

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

活版印刷 新聞 雑誌  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

太平洋横断道路 スエズ運河

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

富国強兵 強くなる スローガン

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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〔          〕は、フランスのルソーの思想を日本に広めました。

またこの時代、〔     〕印刷が普及し、

新聞や〔     〕が発行され始めました。

政府は、欧米の文化を取り入れる一方で、強くなければヨーロッパに認めてもらえないと考

え、欧米諸国に対抗するための基本方針を作りました。

このスローガンのことを〔       〕といいます。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

1872 年 学制 ６才以上の男女 小学校教育

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1872 年 岩倉具視ともみ使節団 ７才 津田梅子

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1873 年 徴兵令   20 才以上の男子 兵役

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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〈その１６〉

明治政府は、強くなるだけではだめで、

頭も鍛えなければならないとし、〔  〕年に、〔   〕を公布しました。

これにより、〔  〕歳以上の〔   〕すべてが

〔    〕教育を受けることができるようになりました。

また政府は 1872 年、条約改正を目的とし、

〔       〕を中心に、欧米に使節団を送りました。

なお、この使節団の最年少は７才の津田〔  〕子でした。

政府は、学制を出した翌年の〔  〕年に〔   〕令を出し、

２０歳以上の男子に〔   〕の義務を負わせました。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

1873 年 土地の所有者と地価土地の価格のこと 地券を発行

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

年貢から現金へ

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    地価の３％ 地租改正

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1877 年 2,5%に

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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〈その１７〉

また政府は、収入を安定させようと、

1873 年に、土地の所有者と地価を定め〔   〕を発行し、

税金の対象を収穫高から地価に変更しました。

さらに、地価の〔  〕％を〔   〕で納めることを決めました。

これを〔        〕といいます。

※〔  〕年に、〔  〕％に引き下げられました。

【線の真上】の語句を、線の上に練習しなさい。

殖産興業

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1871 年 郵便制度

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1872 年 最初の官営工場 群馬県 富岡製糸場

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1872 年 新橋～横浜間 鉄道

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開拓使 という役所の人 屯田兵

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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〈その１８〉

政府は、産業面での発展も目指し、1871 年には〔   〕制度を作りました。

〔  〕年には、〔   〕県に、最初の官営工場である

〔       〕場を作りました。

また同年、はがきや、工場で作った製品を運ぶために、

〔   〕～〔   〕間に鉄道を開通させました。

さらに政府は、徴兵令によって、

武力を使えなくなってもやもやしていた士族を、

北海道の開拓使という役所に、〔    〕にして、活躍の場を与えました。

このような、産業や工業面での発展を目的とした政策を、〔       〕といいます。


