
明 治 時 代 （ 2 ）  

□001 明治維新の近代化で対外的に政府が目指したものは何か
☆☆☆☆☆ 条約改正

□002 日米修好通商条約の不平等点2つは何か
☆☆☆☆☆

領事裁判権を認めたこ
とと、関税自主権がな

いこと

□003
1886年（明治19年）に紀伊半島沖で沈没したイギリス船
は何か

☆☆☆☆☆ ノルマントン号

□004
1880年代に明治政府が条約改正のために取った政策は何
か

☆☆☆ 欧化政策

□005 1890年（明治23年）に公布された教育の基本方針は何か
☆☆ 教育勅語

□006
強大な力を持つが欧米の侵略を受け始めていた清王朝は何
とよばれたか

☆☆☆ 眠れる獅子

□007
福澤諭吉の唱えた、欧米を重視し朝鮮・清を軽視する思想
は何か

☆ 脱亜論

□008
1894年（明治27年）、日英通商航海条約の締結によって
達成されたものは何か

☆☆☆☆☆ 領事裁判権の撤廃

□009
日清戦争の結果、日本が清から受けとった賠償金はいくら
か

☆☆☆ 2億両（テール）

□010
下関条約で日本が手に入れた遼東半島を清に返却する理由
となった出来事は何か

☆☆☆☆☆ 三国干渉

□011 一定の期間他国に貸し与えた土地を何というか
☆☆ 租借地

□012 他国を侵略し、勢力を拡大しようとする国家の思想は何か
☆☆☆ 帝国主義

□013
明治維新で活躍し、総理大臣指名などで発言力を持った政
治家は何か

☆ 元老

□014 1897年（明治30年）に李氏朝鮮が変更した国号は何か
☆☆ 大韓帝国

□015
1900年（明治33年）に伊藤博文の主導で結成された政党
は何か

☆☆☆☆ 立憲政友会
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□016
1901年（明治34年）から1913年（大正2年）にかけて、
2人の人物が交互に総理大臣となった時代は何か

☆☆ 桂園時代

□017 1902年（明治35年）に成立した日本の対外同盟は何か
☆☆☆☆☆ 日英同盟

□018
ヨーロッパに籍を置き、日露戦争に参戦したロシア艦隊は
何か

☆☆☆ バルチック艦隊

□019
ポーツマス条約で日本に譲渡された東清鉄道を元に結成さ
れた会社は何か

☆☆☆☆ 南満州鉄道

□020
ポーツマス条約で日本の朝鮮半島における優越が認められ
た結果、設置されたのは何か

☆☆ 韓国統監府

□021
1910年（明治43年）の韓国併合により設置された役所は
何か

☆☆☆☆☆ 朝鮮総督府

□022
1911年（明治44年）、日米通商航海条約の締結によって
達成されたものは何か

☆☆☆☆☆ 関税自主権の回復

□023
手工業から工場制機械工業への移行と、それに伴う社会の
変化を何というか

☆☆☆☆☆ 産業革命

□024 一族経営による企業グループを何というか
☆☆☆☆☆ 財閥

□025
主に紡績工場で働き、明治の産業革命を支えたのは何とよ
ばれる人々か

☆☆☆ 女工

□026 北里柴三郎が発見し、血清療法を確立した病気は何か
☆☆ 破傷風

□027 志賀潔が原因となる細菌を発見した感染症は何か
☆ 赤痢

□028
1883年（明治16年）に欧化政策の一環として建設された
外国の賓客をもてなす施設はどこか

☆☆☆ 鹿鳴館

□029
1891年（明治24年）に来日中のロシア皇太子が襲われた
場所はどこか

☆☆ 大津

□030 日清戦争の講和会議が開かれたのはどこか
☆☆☆☆☆ 下関

□031
日清戦争の結果、一度は清から割譲を受けるがのちに返還
したのはどこか

☆☆☆☆☆ 遼東半島
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□032
日清戦争の結果、清から割譲を受け日本領となったのはど
こか

☆☆☆☆☆ 台湾

□033 日本に対し、三国干渉を行った国はどこか
☆☆☆☆☆ ロシア・ドイツ・フラ

ンス

□034 1900年（明治33年）に義和団事件が起こったのはどこか
☆☆ 北京

□035
1901年（明治34年）に操業を開始した日本最大級の製鉄
所はどこか

☆☆☆☆☆ 八幡製鉄所

□036
1901年（明治34年）に直訴によりその被害が明らかにな
った日本初の公害発生地はどこか

☆☆☆☆ 足尾銅山

□037 日露戦争に備え、日本が同盟を結んだ国はどこか
☆☆☆☆☆ イギリス

□038
日露戦争で最大の激戦地となった、遼東半島の軍港はどこ
か

☆☆ 旅順

□039 日露戦争の講和会議が開かれたのはどこか
☆☆☆☆☆ ポーツマス

□040 日露戦争の結果、日本がロシアから得た領土はどこか
☆☆☆ 北緯50度以南の樺太

□041 日露戦争の結果、日本が清から租借権を得たのはどこか
☆☆☆ 遼東半島南部（関東

州、旅順・大連）

□042 1911年（明治44年）に中国に成立した国は何か
☆☆☆☆ 中華民国

□043 福澤諭吉が開いた蘭学塾を母体とする大学はどこか
☆☆☆ 慶應義塾大学

□044 新島襄が開いた英学校を母体とする大学はどこか
☆☆ 同志社大学

□045 大隈重信が開いた東京専門学校を母体とする大学はどこか
☆☆ 早稲田大学

□046
1880年代に外務大臣として条約改正交渉にあたり、欧化
政策を進めたのは誰か

☆☆ 井上馨

□047
大津事件に対して司法権の独立を守った大審院長（最高裁
判所長官）は誰か

☆ 児島惟謙
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□048 領事裁判権の撤廃に成功した外務大臣は誰か
☆☆☆☆☆ 陸奥宗光

□049 日清戦争の下関講和会議に出席した清側の全権大使は誰か
☆ 李鴻章

□050 関税自主権の回復に成功した外務大臣は誰か
☆☆☆☆☆ 小村寿太郎

□051
日露戦争に出征した弟を気遣う「君死にたまふことなか
れ」を発表したのは誰か

☆☆☆☆☆ 与謝野晶子

□052 日露戦争で海軍を率い、日本海海戦で勝利したのは誰か
☆☆☆ 東郷平八郎

□053 日露戦争で陸軍を率い、旅順要塞を攻略したのは誰か
☆☆ 乃木希典

□054
日露戦争のポーツマス講和会議に出席したロシア側の全権
大使は誰か

☆ ヴィッテ

□055 ポーツマス講和会議を仲介したアメリカ大統領は誰か
☆☆ セオドア＝ローズベル

ト

□056 初代韓国統監を務めたのは誰か
☆☆☆☆☆ 伊藤博文

□057 伊藤博文を暗殺した朝鮮人テロリストは誰か
☆☆☆ 安重根

□058
辛亥革命の指導者で、中華民国初代大総統となったのは誰
か

☆☆ 孫文

□059
清朝の軍人で、中華民国大総統となり帝政を復活させたの
は誰か

☆ 袁世凱

□060
足尾銅山鉱毒事件を取り上げ、明治天皇に直訴を試みたの
は誰か

☆☆☆☆ 田中正造

□061
1911年（明治44年）、天皇暗殺を企てたとして死刑とな
った社会主義者は誰か

☆☆☆ 幸徳秋水

□062
日本最初の和英辞典をつくり、ローマ字の表記を開発した
のは誰か

☆☆☆ ヘボン

□063 キリスト教徒で日露戦争に対し非戦論を掲げたのは誰か
☆☆ 内村鑑三

明治時代（2）



□064 同志社英学校（現在の同志社大学）を設立したのは誰か
☆☆☆ 新島襄

□065
ペスト菌や破傷風菌を発見し、日本の細菌学の父とされる
のは誰か

☆☆☆☆ 北里柴三郎

□066 赤痢菌を発見した日本の医学者は誰か
☆ 志賀潔

□067
アミラーゼを利用した消化薬や、アドレナリンの生成で知
られる科学者は誰か

☆ 高峰譲吉

□068 ビタミンを発見した科学者は誰か
☆ 鈴木梅太郎

□069
「小説神髄」を著して近代文学を誕生させ、シェークスピ
アの全訳を手がけたのは誰か

☆ 坪内逍遙

□070
初の言文一致（話し言葉による文学）作品である「浮雲」
を著したのは誰か

☆☆ 二葉亭四迷

□071
「舞姫」「高瀬舟」などを著し、陸軍軍医総監も務めたの
は誰か

☆☆ 森鴎外

□072
「たけくらべ」「にごりえ」などを著し、わずか24歳で
亡くなった女流作家は誰か

☆☆☆☆ 樋口一葉

□073
「破戒」「夜明け前」などを著した自然主義文学の代表的
な作家は誰か

☆☆ 島崎藤村

□074 「坊ちゃん」「吾輩は猫である」などを著した作家は誰か
☆☆☆☆ 夏目漱石

□075 歌集「一握の砂」を著した歌人は誰か
☆☆ 石川啄木

□076
「歌詠みに与ふる書」を著し、短歌・俳句に「写生」とい
う概念を持ち込んだのは誰か

☆☆ 正岡子規

□077
お雇い外国人として来日し、日本の美術を海外に紹介した
のは誰か

☆ フェノロサ

□078
東京芸術学校や日本美術院を創設し、美術史研究の第一人
者となったのは誰か

☆ 岡倉天心

□079
1884年（明治17年）に朝鮮で起きた親日派によるクーデ
ター事件は何か

☆☆ 甲申事変
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□080
1886年（明治19年）に起きた外国船の沈没による事件は
何か

☆☆☆☆☆ ノルマントン号事件

□081
1891年（明治24年）に来日中のロシア皇太子が襲われた
事件は何か

☆☆ 大津事件

□082 1894年（明治27年）に朝鮮で起きた内乱は何か
☆☆☆ 甲午農民戦争（東学党

の乱）

□083
日清戦争で清国艦隊を破り、日本側が制海権を得た戦いは
何か

☆ 黄海海戦

□084 1900年（明治33年）に清の首都北京で起きた事件は何か
☆☆☆ 義和団事件

□085
日露戦争で東郷平八郎がバルチック艦隊を破った戦いは何
か

☆☆☆☆ 日本海海戦

□086 ポーツマス条約に反対する民衆が起こした暴動は何か
☆☆☆☆ 日比谷焼き討ち事件

□087 1911年（明治44年）に中国で起こった革命は何か
☆☆ 辛亥革命

□088 幸徳秋水らの社会主義者が処罰された事件は何か
☆☆☆ 大逆事件

□089 甲申事変の結果、日清両国で結ばれた条約は何か
☆ 天津条約

□090 陸奥宗光により領事裁判権が撤廃された条約は何か
☆☆ 日英通商航海条約

□091 日清戦争の講和会議で結ばれた条約は何か
☆☆☆☆☆ 下関条約

□092 義和団事件の結果結ばれた条約は何か
☆☆ 北京議定書

□093 日露戦争の講和会議で結ばれた条約は何か
☆☆☆☆☆ ポーツマス条約

□094
1910年（明治43年）に日本と大韓帝国の間で結ばれた条
約は何か

☆☆☆☆ 日韓併合条約

□095 小村寿太郎により関税自主権を回復した条約は何か
☆☆ 日米通商航海条約
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□096 坪内逍遙が発表した近代文学の評論は何か
☆☆☆ 小説神髄

□097
「あゝをとうとよ、君を泣く」から始まる与謝野晶子の詩
は何か

☆☆☆☆☆ 君死にたまふことなか
れ

□098 二葉亭四迷が著した日本初の言文一致体による小説は何か
☆☆☆ 浮雲

□099
森鴎外が自らのドイツ留学を元に書いたとされる小説は何
か

☆☆ 舞姫

□100
東京に住む子どもたちの生活と淡い恋を描いた、樋口一葉
の代表作は何か

☆☆☆ たけくらべ

□101
「親譲りの無鉄砲で子供のときから損ばかりしている」か
ら始まる夏目漱石の小説は何か

☆☆☆ 坊つちゃん

□102
「南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。ありがたいありがたい」で
終わる、夏目漱石のデビュー作は何か

☆☆☆ 吾輩は猫である

□103
夏目漱石の代表作で、日本一発行部数の多い小説の1つと
して知られる作品は何か

☆☆☆ こゝろ

□104
与謝野鉄幹・晶子夫妻が中心となって発行された文芸誌は
何か

☆☆ 明星

□105 石川啄木が存命中に唯一発行した歌集は何か
☆☆ 一握の砂

□106
日本人乗客を救助しなかったノルマントン号船長を罪に問
えなかったのはなぜか

☆☆☆☆ 領事裁判権により日本
で裁けなかったから

□107 製鉄所を八幡に建設したのはなぜか
☆☆☆☆

筑豊炭田の石炭と中国
からの鉄鉱石輸入に便

利だったから

□108 日比谷焼き討ち事件は何に抗議して起こったか
☆☆☆☆

ポーツマス条約で日本
が賠償金を得られなか

ったこと

□109 ノルマントン号事件が起きたのは何年か
☆☆ 1886年

□110 教育勅語が発布されたのは何年か
☆ 1890年

□111 陸奥宗光が領事裁判権の撤廃に成功したのは何年か
☆☆☆☆☆ 1894年
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□112 甲午農民戦争が起きたのは何年か
☆☆ 1894年

□113 日清戦争が開始したのは何年か
☆☆☆☆☆ 1894年

□114 日清戦争の結果、下関条約が結ばれたのは何年か
☆☆☆ 1895年

□115 八幡製鉄所が操業を開始したのは何年か
☆☆ 1901年

□116 田中正造が足尾銅山鉱毒事件の直訴を行ったのは何年か
☆ 1901年

□117 日英同盟が結ばれたのは何年か
☆☆ 1902年

□118 日露戦争が開始したのは何年か
☆☆☆☆☆ 1904年

□119 ポーツマス条約が結ばれたのは何年か
☆☆☆ 1905年

□120 日韓併合条約が結ばれたのは何年か
☆☆☆ 1910年

□121 大逆事件により幸徳秋水が死刑になったのは何年か
☆ 1911年

□122 小村寿太郎が関税自主権の回復に成功したのは何年か
☆☆☆☆☆ 1911年

□123
1894年（明治27年）、朝鮮での甲午農民戦争をきっかけ
に起きた日本の対外戦争は何か

☆☆☆☆☆ 日清戦争

□124
1904年（明治37年）、朝鮮・満州での日本の権益を守る
ために起きた日本の対外戦争は何か

☆☆☆☆☆ 日露戦争

□125
日清戦争の下関講和会議に出席した日本側の全権大使2人
は誰か

☆☆☆☆☆ 伊藤博文・陸奥宗光

□126
日露戦争のポーツマス講和会議に出席した日本側の全権大
使は誰か

☆☆☆☆☆ 小村寿太郎

□127
次の出来事を時代が古い順に並べよ<br>【ア：関税自主
権の回復　イ：日清戦争　ウ：日露戦争　エ：領事裁判権
の撤廃】 ☆☆☆☆☆ エ→イ→ウ→ア
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□128
次の出来事を時代が古い順に並べよ<br>【ア：ノルマン
トン号事件　イ：日英同盟　ウ：三国干渉　エ：甲午農民
戦争】 ☆☆☆☆☆ ア→エ→ウ→イ

□129
次の出来事を時代が古い順に並べよ<br>【ア：伊藤博文
暗殺　イ：下関条約　ウ：日韓併合条約　エ：ポーツマス
条約】 ☆☆☆☆☆ イ→エ→ア→ウ

□　130
次の出来事を時代が古い順に並べよ<br>【ア：義和団事
件　イ：辛亥革命　ウ：日清戦争　エ：甲申事変】

☆☆☆ エ→ウ→ア→イ
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明治時代（2）解答  

001 条約改正
不平等条約の改正が明治政府の目標であり、そのために富国強兵政策や憲法制定が
行われた

002
領事裁判権を認めたこ
とと、関税自主権がな
いこと

不平等条約改正には領事裁判権の撤廃と関税自主権の回復が必要だった

003 ノルマントン号
ノルマントン号船長が日本人乗客を救助しなかった件を罪に問えず、領事裁判権が
問題視された

004 欧化政策
条約改正に向け、近代化を示すために鹿鳴館を建てダンスパーティーを行った

005 教育勅語
教育勅語は神聖なものとされ、全国の学校に配布され掲げられた

006 眠れる獅子
清王朝は眠れる獅子とよばれ、その力は恐れられていた

007 脱亜論
福澤諭吉は脱亜論でアジアが連帯して欧米と対抗することを諦め、日本独力での近
代化を目指した

008 領事裁判権の撤廃
日清戦争開戦の半月前に、陸奥宗光外相によって領事裁判権が撤廃された

009 2億両（テール）
下関条約で日本円で3億6千万円、当時の国家予算一年分にあたる賠償金を得た

010 三国干渉
ロシア・フランス・ドイツによる三国干渉を受け、遼東半島は清に返還した

011 租借地
清王朝は香港などの沿岸部を租借地として欧米に奪われていった

012 帝国主義
欧米各国に続いて、日本も帝国主義的な思想に傾き朝鮮・中国へ進出する

013 元老
伊藤博文・山県有朋・西園寺公望らは元老とよばれ、政界で大きな発言力を持った

014 大韓帝国
下関条約で朝鮮は清から独立し、新たに大韓帝国という国号を名乗った

015 立憲政友会

立憲政友会総裁からは西園寺公望・原敬・犬養毅らが総理大臣となった



016 桂園時代
藩閥政治家の桂太郎と政友会の西園寺公望が交互に組閣し、桂園時代とよばれた

017 日英同盟
ロシアのアジア進出に備え、日英同盟が結ばれた

018 バルチック艦隊
ヨーロッパから旅順港救援に向かったバルチック艦隊は日本海海戦でほぼ全滅した

019 南満州鉄道
南満州鉄道は鉄道事業だけでなく、満州（中国北東部）の開発を担った

020 韓国統監府
1905年（明治38）、韓国統監府が設置され伊藤博文が韓国統監に就任した

021 朝鮮総督府
韓国併合後に朝鮮総督府が設置され、朝鮮を統治した

022 関税自主権の回復
1911年、小村寿太郎外相によって関税自主権が回復された

023 産業革命
日本では日清戦争期に軽工業で、日露戦争期に重工業で産業革命が起こった

024 財閥
三井・三菱・住友の3つの企業グループを三大財閥という

025 女工
地方の農家出身の女性が、女工として紡績工場で働いた

026 破傷風
北里柴三郎は破傷風菌を発見し、血清療法を確立した

027 赤痢
志賀潔によって赤痢菌が発見され、治療法の研究が進んだ

028 鹿鳴館
井上馨外相の主導した鹿鳴館外交は5年ほどで終わり、鹿鳴館も役割を終えた

029 大津
ロシア皇太子ニコライが来日中、大津で襲撃される事件が起き国際問題となった

030 下関
日清戦争の講和会議は下関で開かれ、日本からは伊藤博文と陸奥宗光が出席した

031 遼東半島
朝鮮半島北部にある遼東半島は日清・日露の両戦争で戦場となった



032 台湾
下関条約で、台湾とその西にある澎湖諸島が日本領とされた

033
ロシア・ドイツ・フラ
ンス

ロシアがドイツ・フランスを誘い三国干渉を起こした

034 北京
清の首都北京で義和団が暴動を起こし、清が日本を含む各国に宣戦布告した

035 八幡製鉄所
八幡製鉄所の建設費用には日清戦争の賠償金の一部も充てられた

036 足尾銅山
田中正造の直訴により、足尾銅山の鉱毒被害が広く知れ渡った

037 イギリス
ロシア・フランスの中国進出を阻止するため、イギリスは日本と日英同盟を結んだ

038 旅順
乃木希典将軍が旅順要塞を攻略し、日本が戦況を優勢にした

039 ポーツマス
アメリカ東部にあるポーツマスで日露戦争の講和会議が開かれた

040 北緯50度以南の樺太
日露戦争中に日本軍は樺太全島を占領したが、領土として得られたのは南樺太だけ
であった

041
遼東半島南部（関東
州、旅順・大連）

ロシアが清から租借権を得ていた遼東半島南部の租借権を日本が引き継いだ

042 中華民国
辛亥革命により中華民国が成立し、1912年に清は滅亡した

043 慶應義塾大学
福澤諭吉が創設した慶應義塾大学は日本で最も伝統ある私立大学の1つである

044 同志社大学
新島襄が創設した同志社大学は関西地区で最古の私立大学である

045 早稲田大学
大隈重信が創設した早稲田大学は日本で最も伝統ある私立大学の1つである

046 井上馨
井上馨による条約改正交渉は失敗に終わった

047 児島惟謙
児島惟謙は死刑を求める政府に対し、司法権の独立を守り津田三蔵に無期懲役の判
決を下した



048 陸奥宗光
陸奥宗光は外務大臣として領事裁判権の撤廃に成功し、下関条約の調印にも携わっ
た

049 李鴻章
李鴻章は清末期の外交責任者として下関講和会議に出席した

050 小村寿太郎
小村寿太郎は外務大臣として関税自主権の回復に成功し、ポーツマス条約の調印に
も携わった

051 与謝野晶子
与謝野晶子は反戦詩人ではなく、戦争を賛美する歌も多く詠んでいる

052 東郷平八郎
東郷は日本海海戦でバルチック艦隊を壊滅させ、ロシアを停戦協議に応じさせた

053 乃木希典
乃木は旅順要塞を攻略し、ロシア太平洋艦隊を無力化させ日本海海戦の勝利を導い
た

054 ヴィッテ
日本が優勢だった日露戦争だが、ヴィッテの交渉術により賠償金などは得られなか
った

055
セオドア＝ローズベル
ト

セオドア＝ローズヴェルトは日露講和の仲介によりノーベル平和賞を受賞した

056 伊藤博文
伊藤博文は韓国統監として韓国の独立を維持すべく努力していた

057 安重根
安が韓国併合反対派の伊藤を暗殺したことにより、日韓併合が推し進められた

058 孫文
孫文は辛亥革命で清朝を打倒した

059 袁世凱
袁世凱は孫文との取引で清朝を滅ぼした後、自らが皇帝となるが失敗した

060 田中正造
田中正造の直訴により、足尾銅山の鉱毒被害が広く知れ渡った

061 幸徳秋水
幸徳秋水は反政府主義者ではあったが、大逆事件は全くのでっちあげであった

062 ヘボン
アメリカ人医師ヘボンにより、ヘボン式ローマ字が考案された

063 内村鑑三
内村鑑三は教育勅語に拝礼しなかった不敬事件で教員を追放された



064 新島襄
新島襄が創設した同志社大学は関西地区で最古の私立大学である

065 北里柴三郎
北里柴三郎は2024年に発行される新千円札の肖像画に採用された

066 志賀潔
志賀潔によって赤痢菌が発見され、治療法の研究が進んだ

067 高峰譲吉
高峰譲吉の開発したタカジアスターゼはアミラーゼで、胃薬として今も使用されて
いる

068 鈴木梅太郎
鈴木梅太郎はビタミンB1の分離精製に成功し、脚気の治療に貢献した

069 坪内逍遙
坪内逍遙は日本の近代文学の成立に大きな影響を与えた

070 二葉亭四迷
二葉亭四迷は「くたばってしまえ」から採ったペンネームである

071 森鴎外
現代では文豪とされる鴎外だが、当時は不人気作家で新聞連載も打ち切られた

072 樋口一葉
樋口一葉は2004年以来五千円札の肖像画に採用されている

073 島崎藤村
現実をありのままに描く自然主義文学が明治期に流行した

074 夏目漱石
夏目漱石は2003年まで発行されていた千円札の肖像画に採用されていた

075 石川啄木
石川啄木は貧困の生活をありのままに歌にした

076 正岡子規
正岡子規は野球を好み、本名ののぼるを「野・ボール（野球）」とするペンネーム
も用いた

077 フェノロサ
西洋化の進む明治の日本で伝統芸術が守られたのはフェノロサの功績である

078 岡倉天心
岡倉天心によって日本の美術史研究が始まった

079 甲申事変
甲申事変の結果、日清両国は民間人救出のために朝鮮半島へ出兵する権利を得たこ
とが日清戦争へつながった



080 ノルマントン号事件
ノルマントン号船長が日本人乗客を救助しなかった件を罪に問えず、領事裁判権が
問題視された

081 大津事件
ロシア皇太子ニコライが来日中、大津で襲撃される事件が起き国際問題となった

082
甲午農民戦争（東学党
の乱）

朝鮮で起きた甲午農民戦争に対し、日本、清が民間人保護を目的に出兵した

083 黄海海戦
黄海海戦の勝利により清国海軍を旅順港（威海衛）に封じ込め、戦況が日本に有利
になった

084 義和団事件
清の首都北京で義和団が暴動を起こし、清が日本を含む各国に宣戦布告した

085 日本海海戦
東郷は日本海海戦でバルチック艦隊を壊滅させ、ロシアを停戦協議に応じさせた

086 日比谷焼き討ち事件
ポーツマス条約で賠償金が得られなかった不満から、日比谷焼き討ち事件が発生し
た

087 辛亥革命
辛亥革命で中華民国が成立し、翌年清の宣統帝（溥儀）が退位し清は滅亡した

088 大逆事件
幸徳秋水は反政府主義者ではあったが、大逆事件は全くのでっちあげであった

089 天津条約
天津条約で日本は朝鮮から撤兵したが、民間人救出のための出兵権を得た

090 日英通商航海条約
日清戦争開戦の半月前に、陸奥宗光外相によって領事裁判権が撤廃された

091 下関条約
下関条約で、日本は賠償金2億両に加え台湾と遼東半島を手に入れた

092 北京議定書
北京議定書で清は北京への外国軍の駐留を認め、賠償金4億5千万両を支払った

093 ポーツマス条約
ポーツマス条約で、日本は南満州鉄道と南樺太、旅順・大連の租借権を得たが賠償
金は得られなかった

094 日韓併合条約
伊藤博文が暗殺されたことにより、日韓併合条約が結ばれ日本は韓国を併合した

095 日米通商航海条約
1911年、小村寿太郎外相によって関税自主権が回復された



096 小説神髄
坪内逍遙は日本の近代文学の成立に大きな影響を与えた

097
君死にたまふことなか
れ

与謝野晶子は日露戦争に出征した弟を気遣い、「君死にたまふことなかれ」を発表
した

098 浮雲
浮雲は日本文学史上初めて「だ・である」で文末が終わる言文一致体で書かれた

099 舞姫
舞姫は森鴎外のドイツ留学時の体験が元になっているとされる

100 たけくらべ
樋口一葉は2004年以来五千円札の肖像画に採用されている

101 坊つちゃん
坊つちゃんは愛媛県松山市、道後温泉が舞台になっている

102 吾輩は猫である
吾輩は猫であるの結末は、猫の「吾輩」がビールに酔っ払い水瓶に落ちて溺れ死ぬ

103 こゝろ
夏目漱石のこゝろは、合計1000万部以上を売り上げたことで知られる

104 明星
若手文学者による文芸誌「明星」に「君死にたまふことなかれ」が掲載された

105 一握の砂
啄木の死後、第二歌集「悲しき玩具」が発行された

106
領事裁判権により日本
で裁けなかったから

一度は無罪となった船長だが、世論の反発により禁固3ヶ月の刑となった

107
筑豊炭田の石炭と中国
からの鉄鉱石輸入に便
利だったから

日清戦争の賠償金の一部を利用し、官営八幡製鉄所が北九州に建設された

108
ポーツマス条約で日本
が賠償金を得られなか
ったこと

日清戦争以上に国民に負担を強いた日露戦争で賠償金を得られなかったことに国民
は反発した

109 1886年
ノルマントン号船長が日本人乗客を救助しなかった件を罪に問えず、領事裁判権が
問題視された

110 1890年
教育勅語は神聖なものとされ、全国の学校に配布され掲げられた

111 1894年
日清戦争開戦の半月前に、陸奥宗光外相によって領事裁判権が撤廃された



112 1894年
朝鮮で起きた甲午農民戦争に対し、日本、清が民間人保護を目的に出兵した

113 1894年
甲午農民戦争に対し出兵した日本、清の両軍が衝突し日清戦争が開始した

114 1895年
下関条約で、日本は賠償金2億両に加え台湾と遼東半島を手に入れた

115 1901年
八幡製鉄所の建設費用には日清戦争の賠償金の一部も充てられた

116 1901年
田中正造の直訴により、足尾銅山の鉱毒被害が広く知れ渡った

117 1902年
ロシア・フランスの中国進出を阻止するため、イギリスは日本と日英同盟を結んだ

118 1904年
満州・朝鮮半島へのロシア進出に対し、日本からロシアへ宣戦布告し日露戦争が開
戦した

119 1905年
ポーツマス条約で、日本は南満州鉄道と南樺太、旅順・大連の租借権を得たが賠償
金は得られなかった

120 1910年
伊藤博文が暗殺されたことにより、日韓併合条約が結ばれ日本は韓国を併合した

121 1911年
幸徳秋水は反政府主義者ではあったが、大逆事件は全くのでっちあげであった

122 1911年
1911年、小村寿太郎外相によって関税自主権が回復された

123 日清戦争
甲午農民戦争に対し出兵した日本、清の両軍が衝突し日清戦争が開始した

124 日露戦争
満州・朝鮮半島へのロシア進出に対し、日本からロシアへ宣戦布告し日露戦争が開
戦した

125 伊藤博文・陸奥宗光
下関条約で、日本は賠償金2億両に加え台湾と遼東半島を手に入れた

126 小村寿太郎
ポーツマス条約で、日本は南満州鉄道と南樺太、旅順・大連の租借権を得たが賠償
金は得られなかった

127 エ→イ→ウ→ア
エ（1894年）→イ（1894年）→ウ（1904年）→ア（1911年）



128 ア→エ→ウ→イ
ア（1886年）→エ（1894年）→ウ（1895年）→イ（1902年）

129 イ→エ→ア→ウ
イ（1894年）→エ（1904年）→ア（1909年）→ウ（1910年）

　
130 エ→ウ→ア→イ

エ（1884年）→ウ（1894年）→ア（1900年）→イ（1911年）


