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基本の解説と問題 

中学社会 

歴史的分野 
第14章 近代の日本 
１．天保の改革・開国と江戸幕府の滅亡 

【担当講師】 
秀浦  り き 



年代 できごと 

  

外国船の来航・天保の改革 

1825年 

･ らが批判し処罰される（蛮社の獄） 
1839年 

1833年 

日本の沿岸にロシア・アメリカ・イギリスなどの外国船が現れる 18世紀 
おわり 

1837年 ･･･もと大阪町奉行所の役人 

がききんで苦し 

む人を救うため で乱を 
起こす 

1841年 ･･･老中 による改革 

を解散 ・ ・農民を農村に帰す（人返し令） 

・大阪・江戸を幕府の直轄地にしようとする 
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百姓一揆や打ちこわしがおこる 

･･･鎖国を続けるため、幕府は日本の沿岸に 
  近づく外国船の撃退を命じる 



年代 できごと 

  

開国 
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1853年 アメリカ使節 が4隻の軍艦（黒船）を率いて 

に来航 日本に開国を迫る 

1854年 ･･･ ・ を開港 

1858年 ･･･ が 大老 

と結ぶ 総領事 

の5港を開く 
 

・ ・ ・ ・ 

・ 

・ 

が海外に流出し、物価が急上昇 

不平等な内容の条約 

大量の が安く輸出され、 安い が輸入される 



年代 できごと 

  

尊皇攘夷 

・尊王論…朝廷（天皇）を敬う 
・攘夷論…外国勢力を打ち払うべき 

が盛んになる 

1859年 

大老 は ・橋本左内らを処刑 

1860年 …水戸の浪士らに井伊直弼が暗殺される 

1861年 …皇女和宮を将軍夫人に迎える 

1862年 … 藩士がイギリス人を殺傷 

翌年、報復としてイギリス軍が鹿児島を砲撃= 

1863年 藩が外国船を砲撃 翌年、4か国連合艦隊が攻撃 
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年代 できごと 

  

江戸幕府の滅亡 

1866年 …元土佐藩士の の仲立ちで 

◆このころ、各地で という物価の引き下げを要求した 

打ちこわしや百姓一揆が多発する 

1867年 …15代将軍 

薩摩藩と長州藩は同盟を結び、 
倒幕を計画する 

が政権を 

朝廷（天皇）に返す 

…朝廷は天皇を中心とする 
新政府の成立を宣言 幕府の滅亡 

1868年 …新政府に不満を持つ旧幕府軍が反抗し、各地 
 で戦う 

に始まり まで 

約1年半にわたって続く 
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年代 できごと 

  

外国船の来航・天保の改革 

1825年 外国船打払令 ･･･鎖国を続けるため、幕府は日本の沿岸に 
  近づく外国船の撃退を命じる 

渡辺崋山 ･ 高野長英 らが批判し処罰される（蛮社の獄） 
1839年 

1833年 天保のききん 

日本の沿岸にロシア・アメリカ・イギリスなどの外国船が現れる 18世紀 
おわり 

1837年 大塩平八郎の乱 ･･･もと大阪町奉行所の役人 

大塩平八郎 がききんで苦し 

む人を救うため 大阪 で乱を 
起こす 

1841年 ･･･老中 水野忠邦 による改革 天保の改革 

株仲間 を解散 ・ ・農民を農村に帰す（人返し令） 

・大阪・江戸を幕府の直轄地にしようとする 
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百姓一揆や打ちこわしがおこる 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【外国船の来航・天保の改革】18世紀のおわりごろから、日本の沿岸にロシア・アメリカ・イギリスなどの外国船が現れはじめました。鎖国を続けるために、幕府は外国船打払令を出して、日本の沿岸に近づく外国船の撃退を命じます。これに対して、蘭学者の渡辺崋山や高野長英らが幕府を批判しましたが、幕府にとらえられ処罰されてしまいました。これを蛮社の獄といいます。1833年には天保のききんが起こり、多くの人々が飢え死にし、百姓一揆や打ちこわしが各地で起こりました。なかでも、1837年、もと大阪町奉行所の役人、大塩平八郎はききんで苦しむ人々を救うため大阪で乱を起こしました。これを大塩平八郎の乱といいます。1841年、老中となった水野忠邦は天保の改革を行い財政の立て直しを図ります。水野忠邦は、株仲間を解散させたり、出稼ぎに出てきた農民を農村に帰したりしました。また、大坂・江戸を幕府の直轄地にしようとしました。しかし、これは旗本や御家人の反対にあい、天保の改革は失敗に終わります。



年代 できごと 

  

開国 
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1853年 ペリー アメリカ使節 が4隻の軍艦（黒船）を率いて 

浦賀 に来航 日本に開国を迫る 

1854年 日米和親条約 ･･･ 下田 ・ 函館 を開港 

1858年 日米修好通商条約 ･･･ が 大老 井伊直弼 

と結ぶ 総領事 ハリス 

の5港を開く 
 

函館 ・ 新潟 ・ 神奈川 ・ 兵庫 ・ 長崎 

・ 領事裁判権を認める 

・ 関税自主権がない 

金 が海外に流出し、物価が急上昇 

不平等な内容の条約 

大量の 生糸 が安く輸出され、 安い 綿織物 が輸入される 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【開国】1853年、アメリカ使節のペリーが4隻の軍艦（黒船）を率いて浦賀に来航し、日本に開国を迫りました。そして翌年の1854年、日米和親条約を結び、下田と函館の2港を開港することになりました。さらに、1858年には、大老の井伊直弼がアメリカ総領事のハリスと単独で日米修好通商条約を結びます。この条約で日本は、函館・新潟・神奈川・兵庫・長崎の5港を開くことになりました。しかし、この条約は日本にとって不平等な内容が２つふくまれたものでした。ひとつは、日本で罪を犯した外国人をその国の人が裁く権利、領事裁判権を認めるということ。もうひとつは、貿易品かける税率を自国が決める権利、関税自主権ががないという内容でした。この不平等条約の結果、大量の生糸が安く買い占められたり、安い綿織物が輸入されるようになり、国内の綿製品は大打撃を受けました。また、大量の金が海外に流出し、物価が急上昇し、経済が混乱しました。



年代 できごと 

  

尊皇攘夷 

・尊王論…朝廷（天皇）を敬う 
・攘夷論…外国勢力を打ち払うべき 

が盛んになる 尊王攘夷運動 

1859年 

大老 は 井伊直弼 吉田松陰 ・橋本左内らを処刑 

安政の大獄 

1860年 桜田門外の変 …水戸の浪士らに井伊直弼が暗殺される 

1861年 公武合体 …皇女和宮を将軍夫人に迎える 

1862年 生麦事件 … 薩摩 藩士がイギリス人を殺傷 

翌年、報復としてイギリス軍が鹿児島を砲撃= 薩英戦争 

1863年 長州 藩が外国船を砲撃 翌年、4か国連合艦隊が攻撃 

(C)2013 Prisola International inc. 8 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【尊王攘夷論】日本経済が混乱したのは、幕府が朝廷を無視して外国と貿易を始めたからだとして、もっと朝廷を敬うべきだという尊王論と、外国勢力を打ち払うべきだという攘夷論が結びついた尊皇攘夷運動が盛んになりました。そこで幕府の大老井伊直弼は、この尊皇攘夷運動を厳しく取り締まり、この運動を行う吉田松陰や橋本左内らを処刑しました。これを安政の大獄といいます。しかし、こうした厳しい取り締まりを行った井伊直弼は、翌年の1860年、水戸の浪士らに暗殺されます。これを桜田門外の変といいいます。この後、幕府は尊皇攘夷運動を押さえるため、天皇家の皇女和宮を将軍の夫人に迎え入れ公武合体をはかります。こうした状況で、攘夷を行う藩がありました。1862年、薩摩藩士がイギリス人を殺傷する生麦事件がおこります。この事件は翌年、報復としてイギリス軍が鹿児島を砲撃する薩英戦争に発展しました。また、1863年、長州藩が外国船を砲撃します。しかし、翌年4か国連合艦隊が下関を砲撃し報復を受けます。こうして攘夷が不可能なことを思い知り、薩摩藩と長州藩は倒幕へと動いていきました。



年代 できごと 

  

江戸幕府の滅亡 

1866年 薩長同盟 …元土佐藩士の 坂本竜馬 の仲立ちで 

◆このころ、各地で 世直し という物価の引き下げを要求した 

打ちこわしや百姓一揆が多発する 

1867年 大政奉還 …15代将軍 

薩摩藩と長州藩は同盟を結び、 
倒幕を計画する 

徳川慶喜 が政権を 

朝廷（天皇）に返す 

王政復古の大号令 …朝廷は天皇を中心とする 
新政府の成立を宣言 幕府の滅亡 

1868年 戊辰戦争 …新政府に不満を持つ旧幕府軍が反抗し、各地 
 で戦う 

鳥羽・伏見の戦い に始まり 函館五稜郭の戦い まで 

約1年半にわたって続く 

(C)2013 Prisola International inc. 9 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
1866年、もと土佐藩士の坂本竜馬の仲立ちで薩摩藩と長州藩は薩長同盟を結び、倒幕を計画することになります。このころ、各地で世直しという、物価の引き下げを要求した打ちこわしや百姓一揆が多発しいました。こうした状況下で、ついに、1867年、15代将軍徳川慶喜は政権を朝廷に返すことを申し出ます。これを大政奉還といいます。これを受けた朝廷は、王政復古の大号令をだし、天皇を中心とする新政府の成立を宣言しました。こうして、江戸幕府は滅亡することなりました。しかし、その翌年1868年、新政府に不満を持つ旧幕府軍が反抗し、新政府軍と各地で戦いがおこりました。この一連の戦いを戊辰戦争といいます。戊辰戦争は、鳥羽伏見の戦いに始まり、函館五稜郭の戦いまで約1年半にわたって続きました。
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・外国船打払令(1925)→批判した渡辺崋山・高野長英が処罰される 
・天保のききん→大塩平八郎の乱(1837)がおこる 
・天保の改革(1841)：老中水野忠邦 
             ・株仲間の解散 ・人返し令 ・上知令 
【開国】 
・ペリー来航(1853)→日米和親条約(1854)：下田・函館を開港 
・日米修好通商条約(1858)：大老井伊直弼とハリス 
  函館・新潟・神奈川・兵庫・長崎を開港 
  不平等な内容（①領事裁判権を認める②関税自主権がない） 
・尊皇攘夷運動が盛んに→吉田松陰・橋本左内が処刑（安政の大獄） 
【倒幕】 
・薩長同盟(1866)：坂本竜馬の仲立ち 
・大政奉還(1867)：15代将軍徳川慶喜が政権を朝廷に返す 
 →王政復古の大号令→戊辰戦争 

重要事項のまとめ 
１．天保の改革・開国と江戸幕府の滅亡 

これだけは
覚えよう!! 



解
答 

基本問題    次の問いに答えなさい。 
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大塩平八郎の乱 

ペリー 

日米修好通商条約 

１．1837年、もと大阪町奉行所の役人が 
  大阪で起こした反乱を何というか。 
 

２．1853年、4隻の黒船をひきいて浦賀に 
  来航したアメリカ使節は誰か。 
 

３．1858年、大老井伊直弼が単独でアメリ 
  カと結んだ不平等条約を何というか。 
 

４．1867年、江戸幕府が政権を天皇に返 
  すことを申しでたことを何というか。 
 

大政奉還 



解
答 

基本問題    次の問いに答えなさい。 

(C)2013 Prisola International inc. 12 

大塩平八郎の乱 

ペリー 

日米修好通商条約 

１．1837年、もと大阪町奉行所の役人が 
  大阪で起こした反乱を何というか。 
 

２．1853年、4隻の黒船をひきいて浦賀に 
  来航したアメリカ使節は誰か。 
 

３．1858年、大老井伊直弼が単独でアメリ 
  カと結んだ不平等条約を何というか。 
 

４．1867年、江戸幕府が政権を天皇に返 
  すことを申しでたことを何というか。 
 

大政奉還 



近世の日本  
天保の改革・開国と江戸幕府の滅亡 
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応用問題 



応用問題  次の問いに答えなさい。 

１ 年表を見て次の問いに答えなさい。 

年代 できごと 

1841年 天保の改革･････････A 
1854年 日米和親条約･･･････B 
1858年 日米修好通商条約･･C 

１．Aについて、天保の改革を行った 
 人物は誰か。またこの改革として 
 正しいものは次のうちどれか。 
 ア 朱子学以外の学問を禁止 
 イ 株仲間の解散 
 ウ 目安箱の設置 
 エ 公事方御定書の制定  

２．Bについて、この前年日本に4隻の軍艦を率いて来航した人物は 
 誰か。また、この条約で開港した港を2つ答えなさい。 

３．Cについて、この条約で結ばれた不平等な内容を2つ答えなさい。 
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次のページへつづく 

よく 
でる！ 



２ 年表を見て次の問いに答えなさい。 

年代 できごと 

1859年 安政の大獄･････････A 
1866年 薩長同盟････････････B 
1867年 大政奉還････････････C 

１．Aについて、安政の大獄を行った 
 大老は誰か。また、処刑された人物 
 で松下村塾を開いた長州の人物は 
 誰か。 

２．Bについて、薩長同盟を仲立ちした人物は誰か。また、薩摩藩と 
 長州藩について述べた文としてただしいものは次のうちどれか。 
 ア 薩摩藩は高杉晋作らが実権を握った 
 イ 長州藩は西郷隆盛らが実権を握った 
 ウ 薩摩藩は生麦事件をおこした 
  ３．Cについて、大政奉還を行った15代将軍は誰か。また、大政奉還 
 の翌年から始まった旧幕府軍と新政府軍の戦いを何というか。  
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【以上で問題は終わりです】 

やや 
難問 



それでは、応用問題を 
がんばって解いてください。 
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確認・応用問題・Practiceの解答（PDF＆解説動画）は、 
http://e-clus.com/ で購入できます。 

学習動画イークルース 検索 

http://e-clus.com/

