３年生社会科課題③

3年

（関心意欲態度)

組

番

名前

歴史プリント「近代の産業と文化の発展、第一次世界大戦と民族独立の動き」Ｐ１８０～２０１
〇教科書をよく読み、Q(質問)に対しては記述で、空欄については用語を書いて埋めましょう。このプリントの学習方法は前回の課
題と変わりません。学習プリントにある用語で分からないもがあれば、教科書や辞書などを活用して必ず調べてメモしておきま
しょう。前回よりも範囲が広いため、歴史の流れを大切にしながら学習を進めてください。

◆韓国併合（Ｐ１８０～１８１）
【eboard

憲法と議会の制定、日清・日露戦争

７】

日本はポーツマス条約を結んだあと、韓国を保護国とし、統監府を置いて外交権を握った。初代統監に(①
命して支配を強めたが、①は抵抗運動ののち(②
→１９１０年

(③

)により射殺される。

)を行い、韓国を朝鮮に改称して総督府による植民地支配を行った。

♦日本の植民地政策（Ｐ１８０～１８１）
【eboard
Ｑ１

)を任

憲法と議会の制定、日清・日露戦争

７】

朝鮮の人々に対して進めた同化政策とは、どのような政策なのでしょうか？

ポーツマス条約で獲得した遼東半島の租借地を関東州として、関東総督府の支配を強めた。
→

(④

)株式会社を設立して満州にも勢力を拡大させるが、アメリカと対立していく。

◆中華民国の成立（Ｐ１８０～１８１）
【eboard
清の国力がおとろえるなか、(⑤

憲法と議会の制定、日清・日露戦争

７】

)が三民主義を唱えての革命運動を進めた。

→１９１１年、多くの省が清からの独立を宣言する（⑥

）が行われ、孫文を臨時大総統とするアジア初の

共和国である中華民国が建国された。しかしその後、孫文に代わり実権を握った（⑦
独裁政治が行われるようになった。

◆製糸業と紡績業の発展（Ｐ１８４～１８５）
【eboard
１８８０年代に入り、日本政府は（⑧

近代産業と文化

全】

→金融制度を整備し、
（⑨

）を推し進めていく。
）を設立。民間産業の育成を図る。

製糸業では、西洋の技術を取り入れて（⑩
紡績業では、大規模な機械により（⑪

）の作成に力をいれる

）の輸出を増やす→清や韓国に輸出

→製糸・紡績などの軽工業中心に日本で(⑫

◆重工業の発達（Ｐ１８４～１８５）
【eboard

→アメリカを中心に輸出

)が進み、資本主義が確立された。

近代産業と文化 全】

日清戦争後、鉄鋼の需要が高まり１９０１年に官営の（⑬

）を設立する。

→重工業（鉄鋼業・造船業）などが発達していく。
Ｑ２

日清戦争・日露戦争後に工業の生産量が増えたのはなぜですか？

◆工業化のかげで（Ｐ１８６～１８７）
【eboard

近代産業と文化 全】

農村では、地主が農地を買い占め、農地を手放した小作人が出現したり工場への出稼ぎが増加した
都市では、工場での労働者により人口が増加したが、生活環境問題が発生するようになった。

）により、

3年
組
番 名前
）と呼ばれる女性が占めていた

製糸業・紡績業では、労働者の大半を（⑭
→日清戦争後、労働組合が結成され、
（⑮
Ｑ３

）が起こるようになった。

労働争議がなぜ起こったのか、問題点を挙げながら説明してみよう。

→１９００年、
（⑯

）により、労働運動を取り締まる動きが出てくる一方で、

労働条件の改善を目指した（⑰

）も制定されていく。

♦足尾鉱毒事件（Ｐ１８６～１８７）
【eboard

近代産業と文化 全】

産業の急速な発展により、栃木県の足尾銅山では産出量が急増していた。一方で、鉱毒を含む工場排水を
（⑱

）に流したことで、環境や住民に大きな被害を及ぼした。

→地元の衆議院議員である（⑲

）が救済を求める運動を進めるが、

政府の対策が不十分であり、深刻な公害問題へと発展した。

◆教育の普及（Ｐ１８８～１８９）
【eboard
１８８６年、政府は（⑳

近代産業と文化 全】
）を制定し、小学校の（㉑

）年間を義務教育とした。

→日露戦争後、期間が６年に延長され、就学率も１００％近くになった。

◆新しい近代文化の誕生（Ｐ１８８～１８９）
【eboard
Ｑ４

近代産業と文化

全】

次の人物について名前を調べ、関わりの深いことがらを語句から選択しよう【全ての語句が誰かに当てはまります】

名前：

名前：

名前：

名前：

名前：

●語句
・
『荒城の月』

・
『にごりえ』

・現、1000 円札の肖像

・現、5000 円札の肖像

・旧、1000 円札の肖像

・
『坊ちゃん』

・
『お正月』

・黄熱病の研究

・俳句

・
「柿食えば

・物理学

金が鳴るなり

法隆寺」

◆ヨーロッパの火薬庫(20 世紀初め)（Ｐ１９４～１９５）
【eboard
Ｑ５

Ｐ１９４３の図を

3年
組
番 名前
第一次世界大戦と国際社会

１～５】

に書き写し、それぞれの陣営の目的をまとめよう

〇ヨーロッパの列強諸国が二つの陣営で対立

三国協商(連合)

→

目的…「

」
↕

三国同盟

→

目的…「

」

→不安定な国際情勢中で、
（㉒
Ｑ６

対立

）はその対立の中心となっていく。

バルカン半島が「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれたのはなぜだろう？

◆第一次世界大戦の始まり（Ｐ１９４～１９５）
【eboard 第一次世界大戦と国際社会

１～５】

１９１４年、オーストリア皇太子夫妻がセルビアの青年に暗殺される（㉓

）事件が発生。

→オーストリアがセルビアに宣戦布告を行い、同盟国側と協商国（連合国）側の間で
（㉔
日本は、
（㉕

）が始まる。
【１９１４年～１９１８年までの約４年間】
）を理由に連合国側について参戦していく。

戦争には「飛行機・戦車・潜水艦・毒ガス」といった（㉖

）が使用された。

徴兵された男性の代わりに女性や青少年が工場で労働するなど、国力のすべてを
戦争につぎ込む（㉗
Ｑ７

）の体制が作られていった。

戦争が人々の予想を超えて長引いたのはなぜだろう？

♦ロシア革命（Ｐ１９６～１９７）
【eboard

第一次世界大戦と国際社会

１～５】

第一次世界大戦後、ロシアは前線で敗北を続けるが、戦争を続けていた。
→国民は政府を非難し、民族運動を始めていく。１９１７年、
（㉘
ソビエト政府を樹立する（㉙

）が蜂起し、

）が起こった。

その後、ソビエト政府は社会主義を目指すことを宣言。
すべての交戦国に「無併合・無賠償・
（㉚

◆アメリカの参戦とソ連の成立（Ｐ１９６～１９７）
【eboard

）
」の原則を呼びかけた。

第一次世界大戦と国際社会

アメリカは、戦争に対して中立の立場を守っていた。
→ドイツが潜水艦への無差別攻撃を強めたことで、
（㉛

）側に参戦。

１～５】

１９１８年、
（㉜

3年
組
番 名前
）大統領がソビエト政府に対抗し、十四か条の平和原則」を発表。

→イギリス・アメリカ・フランス・日本はロシアに軍隊を派遣し、ソビエト政府を倒そうとした。
（干渉戦争）
Ｑ８

イギリス・アメリカ・フランス・日本が干渉戦争を行ったのはなぜだろう？

→１９２２年、戦争を乗り切ったソビエト政府は（㉝

）
【ソ連】を結成。

◆成金の出現【第一次世界大戦中の日本】
（Ｐ１９８～１９９）
【eboard

第一次世界大戦と国際社会

１～５】

１９１４年、日本は日英同盟を理由に戦争に参戦。
→欧米列強が戦争でアジアへの関心を弱めたことで、日本は中国に（㉞

Ｑ９

）を提出する。

二十一か条の要求の内容を箇条書きでまとめてみよう

→中国側が強く反発していく。

１９１８年

連合国がロシア革命に干渉を行う。

→日本もこれらの動きに加わり、
（㉟

）を行うが失敗に終わる。

第一次世界大戦を通して、日本は輸入が輸出を大幅に上回る（㊱

Ｑ１０

）を迎えるようになる。

日本が第一次世界大戦により、大戦景気の状態になったのはなぜだろう？

→にわかに大金持ちとなった（㊲

）が出現し、三井・三菱・住友・安田といった大企業が（㊳

◆第一次世界大戦の終結（Ｐ２００～２０１）
【eboard

第一次世界大戦と国際社会

）に成長。

１～５】

１９１８年、同盟国側が降伏を続け、ドイツ国内でも革命が起こったことで、第一次世界大戦は連合国側の勝利となった。
１９１９年、パリで（㊴
→ドイツは（㊶

）開かれ、
（㊵
）を失い、（㊷

その後、ドイツ国内では（㊹

）条約が調印される。
）の制限や巨額の（㊸

）の支払いを命じられた。

）憲法により 20 歳以上の男女に選挙権が認められるようになった。

日本は中国におけるドイツの権限を受け継いだ。

1920 年 、 講 和 会 議 後 、 国 際 社 会 の 平 和 と 安 全 を 守 ろ う と す る （ ㊺
→スイスの（㊻

）が組織された。

）に本部がおかれ、アメリカは加盟しなかった。

戦争の反省から、軍備の縮小をする動きが強まったことで、
（㊼
制限する条約などに調印した。結果、日本とイギリスでは（㊽

）が開かれ、日本も海軍の戦艦保有を
）が解消された。

