
江 戸 時 代 （ 3 ）  

□001 1808年に長崎港に侵入したイギリス船は何か
☆☆ フェートン号

□002
1837年に日本人漂流民を送還するために日本に近づいた
アメリカ船は何か

☆☆☆ モリソン号

□003
薩摩藩主島津斉彬が建設した、世界遺産に指定されている
近代的工場群は何か

☆☆ 集成館

□004 幕末に来航した外国船を日本では何と呼んだか
☆☆☆☆☆ 黒船

□005 ペリー艦隊の旗艦は何か
☆ サスケハナ号

□006
世界遺産に指定されている、江川英龍が韮山に建てた装置
は何か

☆☆ 反射炉

□007 ペリー来日後、東京湾の品川沖に建設されたものは何か
☆☆☆☆ 台場

□008
アメリカのハリスが務めた、外国に駐在し自国民の事務手
続きを行う外交官の長は何か

☆☆☆ 総領事

□009
外国人が、その在留国の裁判でなく、本国の外交官による
裁判を受ける権利は何か

☆☆☆☆☆ 領事裁判権

□010 輸入品に対して課す税金を決める権利は何か
☆☆☆☆☆ 関税自主権

□011
幕府がオランダから購入した軍艦で、はじめて日本人の手
で太平洋を渡った船は何か

☆ 咸臨丸

□012
会津藩主松平容保が就いた、京都警備・治安維持の任は何
か

☆ 京都守護職

□013
吉田松陰が指導し、明治維新で活躍する多くの人材を輩出
した塾は何か

☆☆☆☆☆ 松下村塾

□014 外国を撃退して鎖国を通そうとする思想は何か
☆☆☆☆☆ 攘夷（攘夷論）

□015
幕府による支配体制を否定し、朝廷の権威を復興させよう
とする思想は何か

☆☆☆☆☆ 尊皇（尊王論）
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□016
朝廷との結びつきを強め幕府の権威の強化をはかる思想は
何か

☆☆☆ 公武合体

□017
幕末の京都で治安維持にあたり、反幕府の志士を取り締ま
った集団は何か

☆☆☆ 新選組（新撰組）

□018
長州藩の高杉晋作が組織した、浪士や町人に近代兵装を装
備させた部隊は何か

☆☆ 奇兵隊

□019
土佐藩を脱藩した坂本龍馬が組織した、軍事・政治・経済
活動を行う組織は何か

☆☆ 海援隊

□020
坂本龍馬が大政奉還や幕府解体後の新政府構想について書
いたとされるものは何か

☆ 船中八策

□021
坂本龍馬によって対立していた二藩が手を結び、倒幕につ
ながった同盟は何か

☆☆☆☆☆ 薩長同盟

□022
1867年末に起きた、空から神社のお札が降ってくるとい
う騒動は何か

☆☆☆ ええじゃないか

□023
大政奉還後、徳川慶喜の警護と江戸の治安維持を目的に組
織された部隊は何か

☆☆ 彰義隊

□024 江戸城開城後、旧幕府側の諸藩が結んだ同盟は何か
☆ 奥羽越列藩同盟

□025 戊辰戦争で会津藩が組織した少年兵部隊は何か
☆☆ 白虎隊

□026 1789年にラクスマンが来訪したのはどこか
☆☆☆☆ 根室

□027 1804年にレザノフが来訪したのはどこか
☆☆ 長崎

□028 1808年にフェートン号が侵入した港はどこか
☆☆ 長崎

□029
大西洋からインド経由で香港に来たペリー艦隊が来日前に
立ち寄ったのはどこか

☆☆☆ 琉球・小笠原諸島

□030 1853年にペリーが来航したのはどこか
☆☆☆☆☆ 浦賀

□031 1853年にペリーが上陸したのはどこか
☆☆ 久里浜
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□032 日米和親条約の結果、開港した2港はどこか
☆☆☆☆☆ 下田、箱館（函館）

□033 日米修好通商条約の結果、開港した5港はどこか
☆☆☆☆☆ 神奈川（横浜）、長

崎、兵庫、新潟、箱館

□034 安政の五カ国条約を結んだ相手国はどこか
☆☆☆

アメリカ、イギリス、
フランス、ロシア、オ

ランダ

□035 松下村塾があったのはどこか
☆☆☆☆☆ 長州藩（萩）

□036
桜田門外で井伊直弼を襲ったのは主にどこの藩を脱藩した
者か

☆☆☆ 水戸藩

□037
尊皇攘夷の急進派で、英米蘭仏の四カ国との戦争を起こし
たのはどこの藩か

☆☆☆☆☆ 長州藩

□038
大名行列を横切ったイギリス人を斬り、イギリスとの戦争
を起こしたのはどこの藩か

☆☆☆☆☆ 薩摩藩

□039 徳川慶喜が大政奉還を表明したのはどこか
☆☆ 二条城

□040 戊辰戦争の最後の戦場となった箱館の西洋式城郭はどこか
☆☆☆☆ 五稜郭

□041
1789年に漂流民の送還のために根室へ来訪したロシア人
は誰か

☆☆☆ ラクスマン

□042
船が遭難しロシアへ漂流したが、10年近くを経て帰国し
たのは誰か

☆☆ 大黒屋光太夫

□043 1804年に通商を求めて長崎へ来訪したロシア人は誰か
☆☆ レザノフ

□044
千島列島を測量中に幕府に捉えられ、2年にわたって抑留
されたロシア人は誰か

☆ ゴローニン

□045
択捉・国後航路を開拓し、ゴローニン釈放に協力した商人
は誰か

☆ 高田屋嘉兵衛

□046
モリソン号事件を批判した「戊戌夢物語」を著し、蛮社の
獄で罰せられた蘭学者は誰か

☆☆☆☆ 高野長英

□047
モリソン号事件を批判した「慎機論」を著し、蛮社の獄で
罰せられた武士は誰か

☆☆☆ 渡辺崋山
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□048
伊豆韮山の代官で反射炉を建設し、西洋砲術を普及させた
のは誰か

☆ 江川英龍（太郎左衛
門）

□049
船が遭難したがアメリカの捕鯨船に救助され、アメリカで
10年を過ごし帰国したのは誰か

☆☆☆ 中浜万次郎（ジョン万
次郎）

□050 江戸幕府第13代将軍は誰か
☆☆ 徳川家定

□051
薩摩藩主の一族で、江戸幕府第13代将軍夫人となったの
は誰か

☆ 篤姫（天璋院）

□052 1853年に来日し、開国を要求したアメリカ人は誰か
☆☆☆☆☆ ペリー

□053
1853年に長崎に来訪し、後に日露和親条約を結んだロシ
ア人は誰か

☆ プチャーチン

□054 1853年当時の老中で、日米和親条約を締結したのは誰か
☆☆ 阿部正弘

□055 海防参与として攘夷論を主張した水戸藩主は誰か
☆ 徳川斉昭

□056
アメリカ総領事として、日米修好通商条約を結んだのは誰
か

☆☆☆ ハリス

□057
江戸時代最後の天皇で、開国に反対し攘夷実行を命じたの
は誰か

☆☆ 孝明天皇

□058
1858年当時の大老で、日米修好通商条約を結んだのは誰
か

☆☆☆☆☆ 井伊直弼

□059 江戸幕府第14代将軍は誰か
☆☆ 徳川家茂

□060 公武合体のために将軍に嫁いだ天皇の妹は誰か
☆☆ 和宮

□061
松下村塾で多くの門下生を指導し、安政の大獄で処刑され
たのは誰か

☆☆☆☆ 吉田松陰

□062 京都守護職として末期の幕府を支えたのは誰か
☆ 松平容保

□063 江戸幕府第15代将軍は誰か
☆☆☆☆☆ 徳川慶喜
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□064 新選組局長を務めたのは誰か
☆☆ 近藤勇

□065
長州藩で奇兵隊を率い、下関戦争や長州征伐と戦ったのは
誰か

☆☆ 高杉晋作

□066
幕末の薩摩藩を主導し薩長同盟を結ぶなど活躍し、維新後
に暗殺されたのは誰か

☆☆ 大久保利通

□067
幕末の長州藩を主導し薩長同盟を結び、維新三傑の一人に
数えられるのは誰か

☆☆☆ 木戸孝允（桂小五郎）

□068
土佐藩を脱藩し海援隊を組織し、薩長同盟を実現させたの
は誰か

☆☆☆☆☆ 坂本龍馬

□069 大政奉還を受けた天皇は誰か
☆☆☆ 明治天皇

□070 維新三傑の一人で、江戸城無血開城を実現したのは誰か
☆☆☆☆☆ 西郷隆盛

□071
旧幕府軍の軍事総裁として江戸城無血開城を実現したのは
誰か

☆☆☆☆☆ 勝海舟

□072
新選組副長で戊辰戦争を戦い抜き、箱館で戦死したのは誰
か

☆☆☆ 土方歳三

□073
戊辰戦争末期に蝦夷地を制圧し箱館戦争を主導した、幕府
海軍副総裁は誰か

☆☆ 榎本武揚

□074
新政府軍の指揮官として上野戦争・会津戦争を制圧した長
州藩の医師・蘭学者は誰か

☆ 大村益次郎（村田蔵
六）

□075
モリソン号事件を批判した高野長英・渡辺崋山が処罰され
た事件は何か

☆☆☆☆ 蛮社の獄

□076 1840〜41年に清とイギリスの間で起こった戦争は何か
☆☆☆☆ アヘン戦争

□077
1856〜60年に清とイギリス・フランスの間で起こった戦
争は何か

☆☆ アロー戦争

□078 1858年に大老井伊直弼が反対派を処罰した事件は何か
☆☆☆☆☆ 安政の大獄

□079 1860年に大老井伊直弼が暗殺された事件は何か
☆☆☆☆☆ 桜田門外の変
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□080
1862年に薩摩藩の行列を横切ったイギリス人が殺害され
た事件は何か

☆☆☆☆☆ 生麦事件

□081 1863年に長州藩が攘夷を実行した事件は何か
☆☆☆ 下関事件

□082 1863年にイギリス軍が日本を攻撃した事件は何か
☆☆☆☆ 薩英戦争

□083
1864年に長州藩が政治の主導権を握るために京都で起こ
した戦いは何か

☆☆ 禁門の変（蛤御門の
変）

□084
1864年にイギリス・フランス・アメリカ・オランダの連
合艦隊が日本を攻撃した事件は何か

☆☆☆ 下関戦争（四国艦隊下
関砲撃事件）

□085
1864年と66年に幕府が反幕府勢力正統のために起こした
戦いは何か

☆☆ 長州征伐

□086 1867年に徳川慶喜が政権を返上した出来事は何か
☆☆☆☆☆ 大政奉還

□087
徳川慶喜の政権返上に対して、旧幕府勢力の排除を狙い岩
倉具視ら倒幕派が出したものは何か

☆☆☆☆☆ 王政復古の大号令

□088
1868〜69年にかけて戦われた旧幕府軍と新政府軍の一連
の戦いを何というか

☆☆☆☆☆ 戊辰戦争

□089
1868年1月に起きた旧幕府軍の新政府軍の最初の戦いは
何か

☆☆☆☆ 鳥羽・伏見の戦い

□090 1825年に出された幕府の対外政策は何か
☆☆☆☆☆ 異国船打払令

□091 1842年に出された幕府の対外政策は何か
☆☆ 薪水給与令

□092 1854年に日本とアメリカの間で結ばれた条約は何か
☆☆☆☆☆ 日米和親条約

□093 1858年に日本とアメリカの間で結ばれた条約は何か
☆☆☆☆☆ 日米修好通商条約

□094 尊皇攘夷とは何か説明せよ
☆☆☆☆☆

天皇をうやまい、外国
勢力を追い払うという

思想

□095 不平等条約とは何か説明せよ
☆☆☆☆☆

日米修好通商条約が領
事裁判権を認め、日本
の関税自主権がなかっ

たこと
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□096 根室にラクスマンが来訪したのは何年か
☆ 1789年

□097 異国船打払令が出されたのは何年か
☆☆ 1825年

□098 モリソン号事件が起こったのは何年か
☆ 1837年

□099 蛮社の獄が起こったのは何年か
☆ 1839年

□100 アヘン戦争が起こったのは何年か
☆☆ 1840年

□101 天保の薪水給与令が出されたのは何年か
☆ 1842年

□102 ペリーが初めて来日したのは何年か
☆☆☆☆☆ 1853年

□103 ペリーが2回目に来日したのは何年か
☆☆ 1854年

□104 日米和親条約が結ばれたのは何年か
☆☆☆☆☆ 1854年

□105 日米修好通商条約が結ばれたのは何年か
☆☆☆☆☆ 1858年

□106 安政の大獄が起こったのは何年か
☆☆☆ 1858年

□107 桜田門外の変が起こったのは何年か
☆☆ 1860年

□108 生麦事件が起こったのは何年か
☆ 1862年

□109 薩英戦争が起こったのは何年か
☆ 1863年

□110 大政奉還が行われたのは何年か
☆☆☆☆☆ 1867年

□111 王政復古の大号令が出されたのは何年か
☆☆☆☆☆ 1867年
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□112 江戸城が開城し、江戸幕府が滅亡したのは何年か
☆☆☆☆☆ 1868年

□113 戊辰戦争が終結したのは何年か
☆☆ 1869年

□114 浦賀がある都道府県はどこか
☆☆☆☆ 神奈川県

□115 生麦がある都道府県はどこか
☆☆☆☆ 神奈川県

□116 五稜郭がある都道府県はどこか
☆☆☆☆ 北海道

□117 下田・箱館を開港した条約は何か
☆☆☆☆☆ 日米和親条約

□118 神奈川・兵庫・長崎・新潟を開港した条約は何か
☆☆☆☆☆ 日米修好通商条約

□119 吉田松陰・橋本左内らが処刑された出来事は何か
☆☆☆ 安政の大獄

□120 大政奉還を行った将軍は誰か
☆☆☆☆☆ 徳川慶喜

□121
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：薪水給与令　イ：ラクスマン来航　ウ：モリソン号
事件　エ：異国船打払令】 ☆☆☆☆☆ イ→エ→ウ→ア

□122
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：安政の大獄　イ：日米和親条約　ウ：桜田門外の変　
エ：日米修好通商条約】 ☆☆☆☆☆ イ→エ→ア→ウ

□123
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：大政奉還　イ：鳥羽・伏見の戦い　ウ：王政復古の
大号令　エ：江戸城開城】 ☆☆☆☆☆ ア→ウ→イ→エ

□124
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：モリソン号事件　イ：蛮社の獄　ウ：生麦事件　
エ：薩英戦争】 ☆☆☆☆ ア→イ→ウ→エ

□125
次の将軍を就任順に並べよ 
【ア：徳川慶喜　イ：徳川家茂　ウ：徳川家定　エ：徳川
家慶】 ☆☆☆ エ→ウ→イ→ア
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江戸時代（3）解答  

001 フェートン号
イギリス船フェートン号はオランダ商館員を人質にとり、水や食料を要求した

002 モリソン号
モリソン号を砲撃した幕府の対応が批判され、蛮社の獄が起きた

003 集成館
反射炉や紡績工場、造船所など集成館事業は日本の近代化に大きく貢献した

004 黒船
ペリー艦隊以前から、外国船のことを黒船と呼んでいた

005 サスケハナ号
サスケハナ号は日本にはじめて来航した蒸気船だった

006 反射炉
オランダの技術書を元に作られた反射炉により、金属製の大砲が作成可能になった

007 台場
現在のお台場は、江戸防衛用に建設された砲台の跡地である

008 総領事
日米和親条約の締結後、下田にアメリカ総領事としてハリスが着任した

009 領事裁判権
領事裁判は本国人に有利な判決を下すため、不平等なものであった

010 関税自主権
自国産業の保護のために必要な関税を課せなくなるため、関税自主権の喪失は不平
等であった

011 咸臨丸
勝海舟を艦長とする咸臨丸は、日米修好通商条約の批准書を交換するため渡米した

012 京都守護職
京都守護職は畿内の幕府軍の指揮権を持ち、長州藩と激しく対立した

013 松下村塾
松下村塾からは桂小五郎、高杉晋作、伊藤博文ら多くの人材が輩出された

014 攘夷（攘夷論）
国学の流行により攘夷論がさかんになり、外国人・外国船襲撃が頻発した

015 尊皇（尊王論）

尊王論と攘夷論が結びつき、明治維新の原動力となっていった



016 公武合体
尊皇攘夷に対し、幕藩体制を強化する公武合体が提唱され、天皇の妹である和宮が
徳川家茂に降嫁した

017 新選組（新撰組）
浪人や町人で構成された新選組はのちに幕臣に取り立てられ、戊辰戦争を戦った

018 奇兵隊
第二次長州征伐の際、奇兵隊の活躍で長州藩は幕府軍を圧倒する

019 海援隊
坂本龍馬の組織した海援隊は、貿易活動から軍事活動まで様々な活動をした

020 船中八策
船中八策には大政奉還や憲法制定などの内容が書かれているが、後世のねつ造との
説もある

021 薩長同盟
坂本龍馬によって薩摩と長州が手を組み、倒幕へ進んでいく

022 ええじゃないか
ええじゃないか騒動は反幕府派が社会の混乱を狙って起こしたものとされる

023 彰義隊
彰義隊は上野戦争で新政府軍に敗れ、会津方面へ落ち延びた

024 奥羽越列藩同盟
会津藩・仙台藩を中心に、奥羽越列藩同盟は新政府軍と戦った

025 白虎隊
白虎隊は会津戦争の際に鶴ヶ城が落城したとの誤報から飯盛山で自刃した悲劇で知
られる

026 根室
ラクスマンは漂流民の大黒屋光太夫を送還するために、シベリアから根室に来日し
た

027 長崎
ラクスマンが松平定信から長崎への入港許可証を受けていたため、レザノフは長崎
へ来航した

028 長崎
イギリス船フェートン号はオランダ商館員を人質にとり、水や食料を要求した

029 琉球・小笠原諸島
ペリー艦隊は琉球・小笠原を経由して来航した

030 浦賀
三浦半島の東端にあり、東京湾への入り口となる浦賀にペリーは来航した

031 久里浜
浦賀の南側にある久里浜にペリー一行は上陸し、大統領の親書を手渡した



032 下田、箱館（函館）
日米和親条約で、捕鯨船への水・食料の補給のために下田・箱館の2港が開港した

033
神奈川（横浜）、長
崎、兵庫、新潟、箱館

神奈川の開港後、下田は閉鎖するとされた

034
アメリカ、イギリス、
フランス、ロシア、オ
ランダ

修好通商条約はアメリカだけでなく、英仏露蘭とも結んだ

035 長州藩（萩）
松下村塾では明治維新で活躍する多くの人材が吉田松陰の教えを受けた

036 水戸藩
水戸藩は尊皇攘夷の急進派で、井伊直弼暗殺の中心となった

037 長州藩
長州藩は尊王攘夷派で、下関海峡で外国船を砲撃し、英米蘭仏の4カ国と下関戦争
を戦った

038 薩摩藩
生麦事件でイギリス人を斬った薩摩藩に対しイギリスが攻撃し、薩英戦争が発生し
た

039 二条城
1867年に徳川慶喜は大政奉還を奏上し、倒幕派は王政復古の大号令を出した

040 五稜郭
箱館に築かれた五稜郭に旧幕府軍が籠城し、戊辰戦争最後の戦場となった

041 ラクスマン
ラクスマンは漂流民を送還し、通商交渉を松平定信に求めた

042 大黒屋光太夫
大黒屋光太夫はラクスマンに伴われて帰国し、蘭学の発展に貢献した

043 レザノフ
ラクスマンが松平定信から長崎への入港許可証を受けていたため、レザノフは長崎
へ来航した

044 ゴローニン
ゴローニンは抑留中にロシア語通訳の指導をし、間宮林蔵などと親交を結んだ

045 高田屋嘉兵衛
高田屋嘉兵衛は北前船を営んだ大商人で、ゴローニン事件解決のためにロシアと協
力した

046 高野長英
高野長英は多くの蘭学書を翻訳し、医者としても活動したが蛮社の獄で処罰された

047 渡辺崋山
渡辺崋山は田原藩家老として天保の大飢饉から藩を救い、画家としても高名だった
が蛮社の獄で処罰された



048
江川英龍（太郎左衛
門）

江川英龍は西洋砲術の専門家として桂小五郎や大鳥圭介らを育てた

049
中浜万次郎（ジョン万
次郎）

中浜万次郎は帰国後に英語通訳や西洋技術の教授として活躍した

050 徳川家定
ペリー来日直後に12代家慶が死去し、13代将軍となった家定はお菓子作りが趣味
だった

051 篤姫（天璋院）
13代将軍家定に嫁いだ篤姫の生涯はたびたびドラマ化されている

052 ペリー
ペリーの来日により、200年にわたった鎖国が解かれ開国した

053 プチャーチン
プチャーチンは安政の大地震に対して救護活動を行い、幕府から感謝された

054 阿部正弘
阿部正弘自身は攘夷派であったが、優秀な蘭学者や西洋技術は積極的に取り入れた

055 徳川斉昭
徳川斉昭は安政の大獄で罰せられたが、子の一橋慶喜が15代将軍となった

056 ハリス
ハリスはアメリカ側全権大使として日米修好通商条約に調印した

057 孝明天皇
幕府は条約調印の許可を孝明天皇に求めたが、天皇は拒否し幕府の権威は失墜した

058 井伊直弼
井伊直弼は朝廷の許可のないまま条約を結び、批判を受けたことから安政の大獄が
開始した

059 徳川家茂
1858年に13代家定が死去し、紀州藩主であった家茂が14代将軍になった

060 和宮
孝明天皇の妹である和宮は公武合体のために徳川家茂に嫁いだ

061 吉田松陰
吉田松陰は黒船来航時に渡米を企て密航した

062 松平容保
松平容保は孝明天皇や徳川家茂の親任厚く、戊辰戦争で最後まで幕府側で戦った

063 徳川慶喜
14代家茂が第2次長州征伐の途上で急死し、一橋家から慶喜が15代将軍になった



064 近藤勇
近藤勇は百姓から新選組局長として幕臣に取り立てられたが、戊辰戦争で捉えられ
処刑された

065 高杉晋作
奇兵隊を率い幕府軍を撃退した高杉晋作は大政奉還の直前に病死する

066 大久保利通
大久保利通は薩摩藩のリーダーとして明治維新を主導し、維新三傑の一人とされる

067 木戸孝允（桂小五郎）
桂小五郎は高杉晋作とともに第二次長州征伐を撃退し、維新後のさまざまな政策を
主導した

068 坂本龍馬
坂本龍馬は大政奉還の実現後、近江屋事件で暗殺された

069 明治天皇
1867年に孝明天皇が亡くなり、跡を継いだ明治天皇の代で680年続いた武家政権
が終了する

070 西郷隆盛
西郷隆盛は新政府軍を率い、総攻撃の直前で江戸城を開城させた

071 勝海舟
幕府海軍を整備した勝海舟は、西郷との会談で江戸城の開城を実現した

072 土方歳三
土方歳三は新選組副長として活躍した後、戊辰戦争を最後まで戦い箱館で戦死した

073 榎本武揚
榎本武揚は戊辰戦争後は明治政府に仕官し、大臣を歴任した

074
大村益次郎（村田蔵
六）

大村益次郎は日本陸軍の父として、靖国神社の中央参道に銅像が建つ

075 蛮社の獄
1839年、蘭学者の高野長英らが蛮社の獄によって処罰された

076 アヘン戦争
アヘン戦争で清が敗れたことは日本の対外政策にも影響を与えた

077 アロー戦争
アヘン・アロー戦争でのイギリス軍のアジア侵略は日本の開国に影響を与えた

078 安政の大獄
将軍継承問題と開国についての対立から井伊直弼は反対派を安政の大獄で弾圧した

079 桜田門外の変
攘夷派の水戸藩浪士によって井伊直弼は桜田門外で暗殺された



080 生麦事件
薩摩藩主の父島津久光の行列をイギリス人が乗馬のまま横切り、殺害された

081 下関事件
孝明天皇と幕府の攘夷実行命令に従い、長州藩は関門海峡を封鎖し外国船を砲撃し
た

082 薩英戦争
生麦事件の報復として鹿児島を攻撃したイギリスと薩摩藩はこの後接近する

083
禁門の変（蛤御門の
変）

禁門の変で敗れた長州藩は幕府に従う姿勢を見せるが、高杉晋作の挙兵により倒幕
へ向かう

084
下関戦争（四国艦隊下
関砲撃事件）

下関戦争で敗れた長州藩は攘夷の不可能を知り、外国と接近して倒幕へ向かう

085 長州征伐
第2次長州征伐に対し薩長同盟が結成され、長州藩は幕府軍を撃退した

086 大政奉還
慶喜は大政奉還によって倒幕派の動きを封じ込めることを狙った

087 王政復古の大号令
王政復古の大号令で倒幕派は慶喜の排除を狙い、対立が激化した

088 戊辰戦争
旧幕府側と新政府軍の2年にわたる内戦を戊辰戦争という

089 鳥羽・伏見の戦い
鳥羽・伏見で新政府軍が「錦の御旗」を持ち出し、旧幕府側は朝敵とされた

090 異国船打払令
相次ぐ外国船の接近に対し、幕府は鎖国を守るために異国船打払令を出した

091 薪水給与令
アヘン戦争の結果を受け、外国船を攻撃する方針を改め薪水給与令を出した

092 日米和親条約
1853年に続き来日したペリーとの間で日米和親条約が結ばれ、下田と箱館の2港
が開港した

093 日米修好通商条約
アメリカ総領事ハリスによる貿易開始の要求から、日米修好通商条約が結ばれた

094
天皇をうやまい、外国
勢力を追い払うという
思想

国学の影響を受けた尊王攘夷論は、攘夷の不可能を知り倒幕論へと変わっていく

095

日米修好通商条約が領
事裁判権を認め、日本
の関税自主権がなかっ
たこと

不平等条約の改正が明治維新後の日本の目標となった



096 1789年
ラクスマンは漂流民の大黒屋光太夫を送還するために、シベリアから根室に来日し
た

097 1825年
相次ぐ外国船の接近に対し、幕府は鎖国を守るために異国船打払令を出した

098 1837年
モリソン号を砲撃した幕府の対応が批判され、蛮社の獄が起きた

099 1839年
1839年、蘭学者の高野長英らが蛮社の獄によって処罰された

100 1840年
アヘン戦争で清が敗れたことは日本の対外政策にも影響を与えた

101 1842年
アヘン戦争の結果を受け、外国船を攻撃する方針を改め薪水給与令を出した

102 1853年
ペリー来日直後に12代将軍家慶が死去し、幕府は混乱を理由に来年返事するとし
てペリーを帰した

103 1854年
1回目の来日から半年後にペリーは再来日した

104 1854年
1853年に続き来日したペリーとの間で日米和親条約が結ばれ、下田と箱館の2港
が開港した

105 1858年
アメリカ総領事ハリスによる貿易開始の要求から、日米修好通商条約が結ばれた

106 1858年
将軍継承問題と開国についての対立から井伊直弼は反対派を安政の大獄で弾圧した

107 1860年
攘夷派の水戸藩浪士によって井伊直弼は桜田門外で暗殺された

108 1862年
薩摩藩主の父島津久光の行列をイギリス人が乗馬のまま横切り、殺害された

109 1863年
生麦事件の報復として鹿児島を攻撃したイギリスと薩摩藩はこの後接近する

110 1867年
慶喜は大政奉還によって倒幕派の動きを封じ込めることを狙った

111 1867年
王政復古の大号令で倒幕派は慶喜の排除を狙い、対立が激化した



112 1868年
1868年に徳川慶喜が江戸城を明け渡し、江戸幕府が滅亡した

113 1869年
1869年に箱館の五稜郭で榎本武揚らが降伏し、戊辰戦争が終了した

114 神奈川県
三浦半島の東端にあり、東京湾への入り口となる浦賀にペリーは来航した

115 神奈川県
横浜に居住していたイギリス人が東海道を馬で移動中に事件が起きた

116 北海道
箱館に築かれた五稜郭に旧幕府軍が籠城し、戊辰戦争最後の戦場となった

117 日米和親条約
1853年に続き来日したペリーとの間で日米和親条約が結ばれ、下田と箱館の2港
が開港した

118 日米修好通商条約
すでに開港していた箱館を加え、5港が開港され貿易が開始された

119 安政の大獄
将軍継承問題と開国についての対立から井伊直弼は反対派を安政の大獄で弾圧した

120 徳川慶喜
慶喜は大政奉還によって倒幕派の動きを封じ込めることを狙った

121 イ→エ→ウ→ア
イ（1789年）→エ（1825年）→エ（1787年）→ウ（1841年）

122 イ→エ→ア→ウ
イ（1854年）→エ（1858年）→ア（1858年）→ウ（1860年）

123 ア→ウ→イ→エ
ア（1867年）→ウ（1867年）→イ（1868年）→エ（1868年）

124 ア→イ→ウ→エ
ア（1837年）→イ（1839年）→ウ（1862年）→エ（1863年）

125 エ→ウ→イ→ア
エ（12代目）→ウ（13代目）→イ（14代目）→ア（15代目）


