
明治時代① 名
前

（ ）にあうことばを から選びましょう。

６ 年 （ ） 皇 新し 政府 基本方針 あ１８６８年、（ ）天皇は、新しい政府の基本方針である
（ ）を示しました。
明治新政府は、薩摩藩[鹿児島]の

大久保利通や（ ）、
長州藩[山口]の（ ）
らが中心となり、天皇中心の国を
つくろうとしました。今までの藩をやめて、（ ）をおく廃藩置
県をおこないました。
また、身分のきまりをやめて、国民はすべて平等である

（ ）としましたが、名前を変えて身分制度は残りました。（ ）としましたが、名前を変えて身分制度は残りました。

五箇条の御誓文 西郷隆盛

明治 木戸孝允 四民平等 府・県

明治政府は ヨーロッパの文化をとり入れ 人々の服装は和服か明治政府は、ヨ ロッパの文化をとり入れ、人々の服装は和服か
ら洋服に変わり、建物はレンガ造りが
ふえました。
このことを（ ）といいます。
１８７２年には東京～横浜間に

（ ）が開通しました（ ）が開通しました。
また、欧米諸国に習い、強い国をつくろうと（ ）の政

策をとりました。強い軍隊をつくるため（ ）をとり、産業をさ
かんにするため（ ）を建てました。
（ ）によって、税は現金で納めるようになりました。

文明開化 鉄道 徴兵制度

地租改正 富国強兵 官営工場



明治時代② 名
前

（ ）にあうことばを から選びましょう。

廃藩置県 徴兵制度 租改 など 対し 各 揆や廃藩置県・徴兵制度・地租改正などに対して、各地で一揆や反
乱がおこりましたが、政府に反対する演説は、警察がとりしまりました。
（① ）は議会による民主政治を要求しました。

この（② ）は全国に
広がりました。（① ）は
自由党を、（③ ）は
立憲改進党をつくりました。
政府は、要求に対して国会開設を

約束し、初代内閣総理大臣となった
（④ ）らによって１８８９年に（⑤ ）を制定（④ ）らによって１８８９年に（⑤ ）を制定
し、１８９０年には第一回（⑥ ）が開かれました。

伊藤博文 板垣退助 自由民権運動

帝国議会 大隈重信 大日本帝国憲法

大日本帝国憲法は、（① ）の憲法をモデルにつくられま
した。主権者は（② ）と定めています。
（② ） は（③ ）

の助けを得て法律をつくり、の助けを得て法律を くり、
（④ ）は、 （② ）
の名のもとに法律に基づき裁判を行います。
また、 （② ）は、（⑤ ）

をまとめる最高責任者でもあります。

ドイツ 天皇 議会

陸海軍 裁判所



明治時代③ 名
前

（ ）にあうことばを から選びましょう。

６年 和歌 県沖 イギリ１８８６年、和歌山県沖でイギリスの
汽船がしずむ（ ）
事件がおこりました。江戸時代に外国
と結んだ不平等条約が原因で、船長
はイギリスの法で軽い罰を受けただけでした。
不平等を改正するため、

治外法権の廃止に（ ）が、
関税自主権の回復に（ ）
が活躍しました。

陸奥宗光 ノルマントン号 小村寿太郎

１９９４年、朝鮮半島をめぐって、日本と（① ）[中国]の戦年、 鮮半島 ぐ 、 本 中 戦
争がおこりました。翌年にこの戦争が終わり、（② ）条約
で、日本は、 （① ）の領土の一部とたくさんの賠償金を得
ました。その賠償金で建てたのが（③ ）です。
１９０４年、 （④ ）［朝鮮］と

（① ） をめぐって 日本と（① ） をめぐって、日本と
（⑤ ）の戦争がおこりました。
戦いは行きづまり、翌年、アメリカの仲立
ちで（⑥ ）条約を結びました。
その後、日本は、 （④ ）を併

合し（⑦ ）にしました

植民地 韓国 清 下関

合し（⑦ ）にしました。

ポーツマス 八幡製鉄所 ロシア



明治時代① 名
前

（ ）にあうことばを から選びましょう。

６ 年 （ ） 皇 新し 政府 基本方針 あ

こたえ

明治１８６８年、（ ）天皇は、新しい政府の基本方針である
（ ）を示しました。
明治新政府は、薩摩藩[鹿児島]の

大久保利通や（ ）、
長州藩[山口]の（ ）木戸孝允

西郷隆盛

明治

五箇条の御誓文

らが中心となり、天皇中心の国を
つくろうとしました。今までの藩をやめて、（ ）をおく廃藩置
県をおこないました。
また、身分のきまりをやめて、国民はすべて平等である

（ ）としましたが、名前を変えて身分制度は残りました。四民平等

府・県

（ ）としましたが、名前を変えて身分制度は残りました。

五箇条の御誓文 西郷隆盛

明治 木戸孝允 四民平等 府・県

明治政府は ヨーロッパの文化をとり入れ 人々の服装は和服か

民平等

明治政府は、ヨ ロッパの文化をとり入れ、人々の服装は和服か
ら洋服に変わり、建物はレンガ造りが
ふえました。
このことを（ ）といいます。
１８７２年には東京～横浜間に

（ ）が開通しました

文明開化

鉄道（ ）が開通しました。
また、欧米諸国に習い、強い国をつくろうと（ ）の政

策をとりました。強い軍隊をつくるため（ ）をとり、産業をさ
かんにするため（ ）を建てました。
（ ）によって、税は現金で納めるようになりました。地租改正

官営工場

鉄道

富国強兵

徴兵制度

文明開化 鉄道 徴兵制度

地租改正 富国強兵 官営工場



明治時代② 名
前

（ ）にあうことばを から選びましょう。

廃藩置県 徴兵制度 租改 など 対し 各 揆や

こたえ

廃藩置県・徴兵制度・地租改正などに対して、各地で一揆や反
乱がおこりましたが、政府に反対する演説は、警察がとりしまりました。
（① ）は議会による民主政治を要求しました。

この（② ）は全国に
広がりました。（① ）は

自由民権運動

板垣退助

板垣退助

自由党を、（③ ）は
立憲改進党をつくりました。
政府は、要求に対して国会開設を

約束し、初代内閣総理大臣となった
（④ ）らによって１８８９年に（⑤ ）を制定大日本帝国憲法伊藤博文

大隈重信

（④ ）らによって１８８９年に（⑤ ）を制定
し、１８９０年には第一回（⑥ ）が開かれました。

伊藤博文 板垣退助 自由民権運動

帝国議会 大隈重信 大日本帝国憲法

大 本帝国憲法

帝国議会

伊藤博文

大日本帝国憲法は、（① ）の憲法をモデルにつくられま
した。主権者は（② ）と定めています。
（② ） は（③ ）

の助けを得て法律をつくり、

ドイツ

天皇

天皇 議会

の助けを得て法律を くり、
（④ ）は、 （② ）
の名のもとに法律に基づき裁判を行います。
また、 （② ）は、（⑤ ）

をまとめる最高責任者でもあります。

天皇

天皇 陸海軍

裁判所

ドイツ 天皇 議会

陸海軍 裁判所



明治時代③ 名
前

（ ）にあうことばを から選びましょう。

６年 和歌 県沖 イギリ

こたえ

１８８６年、和歌山県沖でイギリスの
汽船がしずむ（ ）
事件がおこりました。江戸時代に外国
と結んだ不平等条約が原因で、船長
はイギリスの法で軽い罰を受けただけでした。

ノルマントン号

不平等を改正するため、
治外法権の廃止に（ ）が、
関税自主権の回復に（ ）
が活躍しました。

陸奥宗光

小村寿太郎

陸奥宗光 ノルマントン号 小村寿太郎

１９９４年、朝鮮半島をめぐって、日本と（① ）[中国]の戦清年、 鮮半島 ぐ 、 本 中 戦
争がおこりました。翌年にこの戦争が終わり、（② ）条約
で、日本は、 （① ）の領土の一部とたくさんの賠償金を得
ました。その賠償金で建てたのが（③ ）です。
１９０４年、 （④ ）［朝鮮］と

（① ） をめぐって 日本と

清

清

清

下関

八幡製鉄所

韓国

（① ） をめぐって、日本と
（⑤ ）の戦争がおこりました。
戦いは行きづまり、翌年、アメリカの仲立
ちで（⑥ ）条約を結びました。
その後、日本は、 （④ ）を併

合し（⑦ ）にしました

清

韓国

ロシア

ポーツマス

植民地

植民地 韓国 清 下関

合し（⑦ ）にしました。

ポーツマス 八幡製鉄所 ロシア

植民地


