明治時代【入門編】
①みるだけ明治時代（１８６８～１９１２年）
明治維新

１

※戊辰戦争：新政府が勝利

・ 五箇条の御誓文：政治の基本方針
２

・３四民平等：華族・士族・平民
中央集権化
・４版籍奉還：藩主が土地と人民を返上
・５廃藩置県：府知事・県令を派遣
三大改革
・６学制：６歳以上の全ての男女に小学校教育
・７徴兵令：20歳以上の男子に兵役
・ 地租改正：地価の３％を現金で納める
８

富国強兵：国力と軍事力の増強
・10殖産興業：官営模範工場の建設
９

⇒11富岡製糸場など

22

文明開化、新しい思想

・生活様式の西洋化
→ガス灯、洋服、肉食など
・23福沢諭吉：
「学問のすゝめ」
・24中江兆民：ルソーの思想を紹介
近代的な国際関係
・25岩倉使節団：条約改正失敗、欧米視察
・清：26日清修好条規（対等な条約）
・朝鮮：27征韓論をめぐり政府が分裂
⇒江華島事件⇒ 28日朝修好条規
国境・領土の確定
・ロシアと 29樺太・千島交換条約
・30北海道の開拓、アイヌの同化政策
・31琉球処分：沖縄県を設置

・徴兵令：強い軍隊をつくる
自由民権運動
・13板垣退助が民撰議員設立の建白書を提出
12

※士族反乱：14西郷隆盛らの 15西南戦争

外交・戦争
・1894年、32日清戦争⇒ 33下関条約
※34三国干渉：遼東半島を返還

・18立憲改進党：党首は 19大隈重信

・35日英同盟：イギリスと同盟
・36日露戦争⇒ 37ポーツマス条約
・条約改正を実現

憲法の制定
・内閣制度：初代内閣総理大臣は 20伊藤博文

・韓国：日本が韓国併合
・中国：38辛亥革命⇒ 39中華民国の成立

・ 自由党：党首は 板垣退助
16

17

・1889年、21大日本帝国憲法発布
産業革命
・官営40八幡製鉄所：北九州に建設
・41財閥：三井・三菱・住友・安田など
近代文化
・42与謝野晶子：女性の歌人
・43樋口一葉：「たけくらべ」など
・44夏目漱石：「坊っちゃん」など
・45野口英世：黄熱病の研究

②よむだけ明治時代
１

明治維新 1868年から翌年にかけて、旧幕府軍と新政府軍との間で戊辰戦争が起こ
りました。この戦いは新政府が勝利しますが、戦争の最中にも新政府はさまざまな
改革を行いました。

・1868年３月、新しい政治の方針として ２五箇条の御誓文を発表しました。
・江戸時代に採用されていた身分制度も廃止し、皇族以外は全て平等としました。こ
れを ３四民平等といいます。公家・大名を華族、武士を士族、百姓・町人を平民と
しました。

中央集権化 新政府は全国を直接支配する中央集権国家をつくるため、1869年、全
国の藩主に土地と人民を返上させる ４版籍奉還を実行しました。
・1871年には、全国の藩を廃止し県を設置する ５廃藩置県を実施し、府には府知事
を、県には県令を中央から派遣して各地を治めさせることとしました。

三大改革 新政府は、欧米にならった近代国家を目指して、さまざまな改革を実施し
ていきました。なかでも学制・兵制・税制の改革を、三大改革といいます。
・1872年、６学制を公布し、満６歳になった全ての男女を小学校に通わせることを
義務化しました。
・兵制では、1873年に ７徴兵令を公布しました。満20歳になった男子は、士族や平
民の区別なく、兵役の義務を負うことになりました。
・税制では、1873年から ８地租改正が実施されました。地券を交付された土地の所
有者は、地価の３％を現金で納めることとなりました。政府の財政は安定しました。

富国強兵 政府は経済を発展させて国力をつけ、また軍事力を増強して欧米諸国に対
抗できる近代国家を目指しました。そのための政策を ９富国強兵といいます。
・経済を発展させる政策を 10殖産興業といいます。主要な輸出品であった生糸の生産
を拡大するため、官営模範工場として群馬県に 11富岡製糸場を建設しました。
・1873年の徴兵令は、強い軍隊をつくるために出されました。
12

文明開化、新しい思想 近代国家の建設を進めるなかで、欧米の文化も積極的に導
入されました。道路にはガス灯が付けられ、洋服を着たり牛肉を食べたりする（肉
食）など、都市部を中心に生活様式が西洋化していきました。

・欧米の思想も紹介されました。13福沢諭吉は「学問のすゝめ」で人間の平等を説き、
14

中江兆民はルソーの思想を紹介し、自由民権運動にも影響を与えました。

近代的な国際関係 新政府の大きな課題として、江戸幕府が欧米諸国と結んだ不平等
条約の改正がありました。1871年、15岩倉使節団を欧米に派遣して条約改正交渉
を行おうとしましたが失敗に終わり、欧米の各国を視察して帰国しました。
・清とは1871年に対等な 16日清修好条規を結び、国交を樹立しました。
・朝鮮に対しては、武力で開国をせまる 17征韓論が政府内で主張されていましたが、
反対意見により否定され、政府が分裂してしまいました。その後、朝鮮との間で武
力衝突（江華島事件）が起こり、1876年には朝鮮にとって不利な 18日朝修好条規
を結んで朝鮮を開国させました。

国境・領土の確定 1875年、ロシアと 19樺太・千島交換条約を結び、樺太をロシア
領、千島列島を日本領としました。
・政府は蝦夷地を 20北海道と改め、開拓事業を進めました。アイヌの人々を日本国民
とする同化政策も進められました。
・政府は琉球王国を琉球藩とし、日本の領土に組み込む政策をとりました。1879年
には琉球藩を廃止して沖縄県を設置しました。これを 21琉球処分といいます。

22

自由民権運動 征韓論をめぐって政府を去った 23板垣退助らは、1874年に民撰議
員設立の建白書を政府に提出し、政府の専制的な政治を批判し、議会の開設を主張
しました。これをきっかけに、各地で自由民権運動が広まりました。

・一方、武力で政府に反抗する士族反乱もありました。24西南戦争は 25西郷隆盛を中
心に鹿児島の士族らが起こした大規模な反乱でしたが、政府軍に鎮圧されました。
・政府が国会の開設を約束すると、政党の結成が進みました。26板垣退助を党首とす
る 27自由党や、28大隈重信を党首とする 29立憲改進党が結成されました。

憲法の制定 1885年、内閣制度が発足し、30伊藤博文が初代の内閣総理大臣に就任
しました。
・1889年、天皇が国民に与えるという形で 31大日本帝国憲法が発布されました。

外交・戦争 朝鮮をめぐる日本と清の対立は、1894年に 32日清戦争に発展しました。
この戦争は日本の勝利に終わり、翌1895年に 33下関条約が結ばれました。
・下関条約により、清は台湾や遼東半島を日本にゆずることとなりましたが、その直
後、ロシアがドイツ・フランスとともに、遼東半島を清に返還することを日本に要
求してきました。これを 34三国干渉といいます。対抗する力のない日本はこの要求
を受け入れ、遼東半島を清に返還しました。
・日本とイギリスは、いずれもロシアと対立していました。1902年、両国は同盟を
結びました。これを 35日英同盟といいます。
・1904年、日本はロシアと開戦しました。この戦争を 36日露戦争といいます。1905
年、講和条約の 37ポーツマス条約が結ばれました。
・1894年、日清戦争の直前に条約改正が実現し、領事裁判権の撤廃に成功しました。
1911年の条約改正では、関税自主権の完全回復に成功しました。
・1910年、日本は韓国併合を行い、韓国を植民地化しました。
・中国では 38孫文を指導者として 39辛亥革命が起こり、清がたおされて 40中華民国が
成立しました。

産業革命 日清戦争で得た賠償金をもとに、北九州に官営の 41八幡製鉄所が建設され、
1901年に操業を開始しました。
・三井・三菱・住友・安田などの資本家は、日本経済を支配する 42財閥に成長してい
きました。

近代文化 短歌の 43与謝野晶子、小説「たけくらべ」を書いた 44樋口一葉など、女性
の文学者が活躍しました。
45

・ 夏目漱石は、
「坊っちゃん」など多くの小説を書きました。
・46野口英世は、黄熱病の研究などですぐれた業績を残しました。
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・日本とイギリスは、いずれもロシアと対立していました。1902年、両国は同盟を
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産業革命 日清戦争で得た賠償金をもとに、北九州に官営の 41八幡製鉄所が建設され、
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・ 夏目漱石は、
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・46野口英世は、黄熱病の研究などですぐれた業績を残しました。

