
社会（歴史）　明治時代～大正時代＜二度の対戦と日本＞

⃣1　20 世紀の初頭から前半にかけての世界について、次の各問

いに答えなさい。

（1）20 世紀初めのバルカン半島は、列強の利害と民族・宗教の対立がからまって紛争が絶えな

かったことから、何と呼ばれていたか。

（2）バルカン半島の列強の利害対立がきっかけとなって始まった、大きな戦争を何というか。

（3）（2）の戦争が始まるきっかけとなった、オーストリア皇太子暗殺事件が起きた場所を答えなさい。

（4）（2）の戦争について、次の列強の関係図をみて、下の各問いに答えなさい。

①関係図の中の X、Y のうち、連合国はどちらか。記号で答えなさい。

②日本はなぜ X 側について参戦したか。関係図からよみとって説明しなさい。

③関係図中の A の国は 1917 年にこの戦争から脱退した。その理由を簡単に説明しなさい。

④ドイツの無差別攻撃にあって、1917 年に X 側で参戦した、関係図中の B の国を答えなさい。

（5）この戦争中の日本の状況について、あてはまらないものを次のア～エから一つ選び記号で答

えなさい。

ア：中国に二十一か条の要求をだした。

イ：関東大震災が起きた。

ウ：英・米・仏とともにシベリアに出兵した。

エ：輸出が輸入を上回り、好景気になった。

（6）1919 年に、フランスのパリ郊外で結ばれた、（2）の戦争のドイツに対する講和条約を答えなさ

い。

（7）（6）の講和会議で「民族自決」などを唱えたアメリカの大統領を答えなさい。



（8）（6）の会議の後、世界の情勢として誤っているものを次のア～エから一つ選び、記号で答えな

さい。

ア：ジュネーブに本部を置く、国際連盟が成立した。

イ：アメリカなどで、国境の不可侵や軍縮を目指す会議が開かれた。

ウ：民族自決の原則により、東ヨーロッパ諸国などの独立が承認された。

エ：ガンジーの指導の下で、インドが独立した。

（9）1922 年に成立した、世界初の社会主義国家の正式名称を答えなさい。

2 次の文章を読んで、下の各問いに答えなさい。

（１）下の資料は、文章中の（あ）の条文である。この法律の名前を答えなさい。

（２）文章中の下線部 a のような大正時代の民主主義の広がりをなんというか答えなさい。

（３）下の人物は「民本主義」を主張して、（２）に大きな影響を与えた人物である。この人物を答え

なさい。

（４）文章中の下線部 b の年におこった、米の安売りを求める運動を何というか答えなさい。

（５）文章中の下線部 c について、この原内閣を何と呼ぶか答えなさい。



（６）文章中の下線部 d について、農村で起こった、小作料の減免を要求した動きをなんというか

答えなさい。

（７）文章中の下線部 d について、被差別部落の人々が自らの手で人間としての平等を勝ち取り、

差別からの開放を目指すために、１９２２年に結成した団体を何というか答えなさい。

（８）文章中の下線部 e について、法律の制定による有権者の変化について、下のグラフを参考に

して簡単に説明しなさい。

（９）文章中の下線部 f について、青鞜者を結成して、女性解放のさきがけとなった人物を答えなさ

い

（１０）文章中の下線部 f に関する内容として正しいものを、下のア～エから１つ選び、記号で答え

なさい。

ア：女性の政治活動が活発化し、女性の国会議員が誕生した。

イ：学校では男女共学が一般的になり、女性の大学進学が増えた。

ウ：洋服は男性に普及したが、女性には普及しなかった。

エ：バスガールや電話交換手などの働く女性が増えた。

（１１）文章中の下線部 g について、このころに発表された作品と、その作家名の組み合わせとして

正しいものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ア　「善の研究」・西田幾多郎　　　　　イ　「舞姫」・森鴎外

ウ　「吾輩は猫である」・夏目漱石　　 エ　「学問のすすめ」　福沢諭吉



3　次の年表を見て、下の各問いに答えなさい。

（1）年表中の（　あ　）、（　い　）に当てはまる語句をこたえなさい。

（2）年表中の A について、この出来事をきっかけに、世界中に広がった混乱をなんというか。

漢字 4 字で答えなさい。

（3）年表中の B について、この会議ののちの日本の動きとして正しいものを、次のア～エから一つ

選び、記号で答えなさい。

ア　国際協調の気運の高まりの中で、軍備縮小を進めた。

イ　軍縮と海外進出の抑制に対して、軍部の不満が高まった。

ウ　朝鮮や中国への進出をやめて、満州国の独立を助けた。

エ　政党政治がさかんになり、外国との協調外交を進めた。

（4）年表中のＣについて、この事件で暗殺された統治の首相を答えなさい。

（5）年表中のＣについて、この事件以後、日本の政治に発言力を強めたのはどのような勢力か答

えなさい。

（6）年表中のＤについて、ヒトラーやイタリアのムッソリーニなど、反民主主義・反自由主義を掲げ

る全体主義の政治を何というか。カタカナで答えなさい。

（7）年表中のＥについて、日本が国際連盟を脱退した経緯について、次の語句を使って、簡単に

説明しなさい。【調査団・満州国】

（8）年表中のＦについて、この政策をとった国を答えなさい。

（9）年表中のＦについて、イギリスやフランスは、本国と植民地との関係を密接にして、関係の深い

国々だけで経済を成り立たせる政策をとった。この政策を何というか答えなさい。

（10）年表中のＧについて、日本軍が統治の中国の首都を占領する過程で、多数の中国人を殺害

した事件を何というか。漢字 4 字で答えなさい。

（11）年表中のＨの時期に、朝鮮では日本語の使用や創氏改名などが推し進められました。こうし

た政策をなんというか。漢字 3 字で答えなさい。



4　次のたかひろさんとおじいさんの会話を読んで下の各問いに

答えなさい。

（1）会話文中の（　あ　）～（　か　）に当てはまる語句を答えなさい。

（2）会話文中の下線部 a について、この同盟を何というか答えなさい。

（3）会話文中の下線部 b について、日本が東南アジアに進出する際に唱えた、アジアの諸民族

だけで栄えようとする考え方をなんというか答えなさい。

（4）会話文中の下線部 c について、中学生まで軍需工場で働くことになった理由を簡単に説明し

なさい。

（5）会話文中の下線部 d について、この年は何年か。西暦で答えなさい。

（6）会話文中の下線部 e について、無条件降伏にあたって、日本が受け入れた連合国の宣言を

答えなさい。

（7）日本が無条件降伏したことで、日本から独立果たした地域はどこか。次のア～エから一つ選

び、記号で答えなさい。

ア：インド　　イ：マレーシア　　ウ：中国　　エ：朝鮮



5　第一次世界大戦前後の国際関係を示した次の模式図をみて、

下の各問いに答えなさい。

（1）模式図中　Ａ　～　Ｄ　に当てはまる国名を、次の文章を参考にして、下の語群から選んで答

えなさい。

Ａ：この国の皇太子がサラエボで暗殺去れたのをきっかけに、大戦が始まった。

Ｂ：この国は①の国と同盟関係にあったが、敗戦によって、多額の賠償金を課せられた。

Ｃ：第一次世界大戦の講和会議は、この国で開かれた。

Ｄ：この国では、大戦中に革命が起こったため、途中で大戦から離脱した。

　　　　　　【語群】

　　　　　ロシア　　オーストリア　　フランス　　中国

　　　　　ドイツ　　スペイン

（2）模式図中の下線部 a について、第一次世界大戦中の日本の動きとして誤っているものを、次

のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ア：韓国を併合し、大陸進出の足がかりをつかんだ。

イ：シベリアに出兵したことにともなう米の買い占めに反発して米騒動が起こった。

ウ：中国に二十一か条の要求を出し、中国で反日感情が高まった。

エ：アジア・アフリカへの輸出が伸び、好景気となった。

（3）模式図中の下線部 b について、戦後、アメリカ大統領のウィルソンが唱えた内容について、次

の各問いに答えなさい。

①ウィルソンの唱えた「民族自決」の原則の問題点について、民族自決が達成された地域に触れ

ながら、簡単に説明しなさい。

②ウィルソンの提案にもとづいて、1920 年に発足した国際的な平和維持のために機関を答えなさ

い。



6　まいさんは、下の資料 1 をもとにして「大正デモクラシー」につ

いて発表しようとしています。これについて、下の各問い答えなさ

い。

（1）まいさんが資料 1 を使って、選挙拡大ののびが最も大きい段階について説明する場合、どの

段階になりますか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。

ア：1900 年の段階　　　　　　イ：1919 年の段階

ウ：1925 年の段階　　　　　　エ：1945 年の段階

（2）まいさんは、発表のために、下のような資料を用意しました。この資料に見出しをつけるとすれ

ばどのような見出しが適当か。考えて答えなさい。



７　次の模式図を見て、下の各問いに答えなさい。

（1）模式図中（　あ　）～（　お　）にあてはまる語句を答えなさい。

（2）模式図中のＡ～Ｃの日本の動きに関連した資料を、下のア～エからすべて選び、それぞれ記

号で答えなさい。

ア　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　ウ　　　　　　　　　　　　エ

（3）模式図中の中国での動きについて、日本の中国侵略はどのような方向で進んだか。下の地図

のア～ウから選び、記号で答えなさい。



８　次の年表を見て、下の各問いに答えなさい。

（1）年表中の（　あ　）にあてはまる語句を答えなさい。

（2）次のＡ～Ｄのカードは、いずれも年表の時期に起こった出来事です。

これらを年代の古い順に並べ変えなさい。

（3）年表中の b をきっかけにして始まった戦争を何というか答えなさい。

（4）下の写真は、年表中の a～d のどれに関連したものか、一つ選んで記号で答えなさい。

（5）年表中の d について、太平洋戦争が終わったのは何月何日か。



9　第一次世界大戦前後の世界について、下の各問いに答えな

さい。

（1）20 世紀始めに、列強の利害と民族・宗教の対立が絶えなかった半島名を答えなさい。

（2）第一次世界大戦のきっかけとなった、オーストリア皇太子夫妻の暗殺事件が起こった都市を、

次のア～オから一つ選んで、記号で答えなさい。

ア：ロンドン　　　　イ：ポーツマス　　ウ：サラエボ　　エ：ベルリン　　オ：東京

（3）次の模式図は、第一次世界大戦の列強の関係を示しています。模式図の中の　Ａ　に当ては

まる国名を答えなさい。

（4）1918 年にドイツが降伏し、翌年フランスのパリで第一次世界大戦の講和会議が開かれ、講和

条約が結ばれたが、この条約をなんというか答えなさい。

（5）次の資料は、大戦中に日本が中国に対して出した要求の部分要約である。これを何というか。

（6）大戦後の講和会議で、中国は上の資料の撤廃を求めたが、実現しなかった。これをきっかけと

して、中国国内で起こった国民運動を何というか。

（7）大戦後の講和会議で、アメリカ大統領のウィルソンが唱えた原則を漢字 4 字で答えなさい。

（8）ウィルソンの提案にもとづいて成立した、国際連盟の事務局次長として活躍した日本人を、次

のア～エから一人選んで、記号で答えなさい。

ア：　夏目漱石　　イ：新渡戸稲造　　ウ：小村寿太郎　　エ：岩倉具視

（9）第一次世界大戦後に起こった出来事を、次のア～エからすべて選び、記号で答えなさい。

ア：ロシア革命が起こる

イ：ドイツでワイマール憲法が成立する。

ウ：フランスで人権宣言が出される。

エ：アメリカでワシントン会議が開かれる。



10　次の文章を読み、下の各問いに答えなさい

（1）文章中の下線部 a について、日本経済はどのように変化したか。下のグラフを参考にして、簡

単に説明しなさい。

（2）文章中の下線部 b について、こうした知識人の一人である吉野作造の考え方として誤ってい

るものを、次のア～ウから一つ選び記号で答えなさい。

ア：藩閥政治をさかんにする。

イ：普通選挙によって、政治に国民の意見を反映する。

ウ：天皇主権で、国民の意見を取り入れた政治を行う。

（3）文章中の下線部 c について、この風潮の中で活発になった民衆運動を一つ取り上げ、次の点

に触れながら簡単に説明しなさい。

・運動の中心になった人々の立場

・運動の中心や主張

・具体的な活動や結成された組織

（4）文章中の（　あ　）に当てはまる語句を答えなさい。



（5）文章中の下線部 d について、次の文章の（　い　）、（　う　）に当てはまる語句を下の資料を参

考にして答えなさい。

（6）文章中の下線部 D について、この都市には、共産主義を取りしまる目的の法律が出されまし

た。これを何というか答えなさい。

（7）次の文章は、大正時代の文化についてまとめたものです。文章中の（　え　）、（　お　）にあて

はまる語句を答えなさい。



11　次の年表を見て、下の各問いに答えなさい。

（1）年表中のＡについて、次の①、②の説明に当てはまる国名を、下のグラフを参考にして答えな

さい。

① 1929 年から 1932 年の間に、特に鉄工業生産が落ち込み、回復も遅かった国

②世界恐慌の影響をほとんど受けていない国

（2）年表中の A について、この混乱に対して、アメリカがとった政策と、イギリスがとった政策を、そ

れぞれ答えなさい。

（3）年表中の B について、この事件が原因となって、日本は国際連盟から脱退しました。この脱退

で、日本は国際社会の中でどのような立場になったか答えなさい。

（4）年表中の C・D について、日本では C によって政党政治が膜を閉じ、D 以降軍部の政治的発

言力が強まりました。C・D の出来事をなんというか。それぞれ答えなさい。

（5）年表中の E について、この戦争に対して、対立していた中国国民党と中国共産党が連携する

形で結成されたものは何か答えなさい。

（6）年表中の E について、この戦争が泥沼化するなかで、日本政府は１９３８年に発布した法律で

国の産業や国民生活すべてにわたって戦争に動員できる権限を持ちました。この法律を何という

か答えなさい。

（7）朝鮮半島で「皇民化」の名のもとに行われたことがらについて、簡単に説明しなさい。



（8）次の三つのカードは、年表中 F、G、H に関連するできごとについてまとめたものである。

カード内の（　あ　）～（　う　）に当てはまる語句を答えなさい。



１２　次の文章を読み、下の各問いに答えなさい。

（1）文章中の下線部 a について、列強が軍事力によってアジアやアフリカを植民地化していく動き

を何というか。漢字 4 字で答えなさい。

（2）文章中の下線部 a について、列強が植民地を広げようとした理由を、産業革命と関連させて

説明しなさい。

（3）文章中の下線部 b について、バルカン半島が「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれた理由を、簡単

に説明しなさい。

（4）文章中の下線部 c について、どのような事件か、簡単に説明しなさい。

（5）文章中の下線部 d について、これだけ多くの死者が出た理由について、使われた兵器に触れ

ながら簡単に説明しなさい。

（6）文章中の下線部 e について、この革命を指導した人物を答えなさい。

（7）文章中の下線部 f について、こうした政府が成立に対して、日本やアメリカ、イギリス、フランス

がとった行動について、理由を含めて簡単に説明しなさい。

（8）文章中の下線部 g について、この講和会議はどこで開かれたか。下の地図中の A～C から選

び記号で答えなさい。



（9）文章中の下線部 h について、この講和会議の名称を答えなさい。

（10）文章中の下線部 i について、ポーランドの独立が認められるもとになった考え方を、漢字 4 字

で答えなさい。

（11）文章中の下線部 j について、中国でおこった反日運動を答えなさい。また、インドで非暴力・

不服従運動を指導した人物を答えなさい。

（12）文章中の下線部 k について、この国際機関の名称と、本部のおかれた都市をそれぞれ答え

なさい。

１３　次の文章を読み、下の各問いに答えなさい。

（1）文章中の空欄（　①　）～（　➆　）にあてはまる語句を答えなさい。

（2）文章中の下線部 a について、米騒動の直後に、陸軍・海軍・外務以外の大臣すべて政友会の

党員でしめる、本格的な政党内閣を組織した人物を答えなさい。

（3）文章中の下線部 b について、この考え方を何というか。漢字 4 字で答えなさい。

（4）文章中の下線部 c について、1925 年の、全人口にしめる有権者の割合は、1919 年に比べて

どのように変化したか。下のグラフから読み取り答えなさい。また、その変化の理由についても説

明しなさい。



14 次の文章を読み、下の各問いに答えなさい。

（1）文章中の空欄（　①　）～（　③　）に当てはまる語句を答えなさい。

（2）文章中の下線部 a について、アメリカとドイツで最も鉄工業生産が落ち込んだのは何年か。下

のグラフから読み取って答えなさい。

（3）上のグラフで、A の国は世界的な不況の影響を受けずに鉱工業生産を伸ばしている。この国

の名前と、生産を伸ばした理由を答えなさい。

（4）文章中の下線部 b について、この政策を何というか答えなさい。

（5）文章中の下線部 c について、この政策を何というか答えなさい。



15　次の年表をみて、下の各問いに答えなさい。

（1）年表中の（　①　）～（　➇　）に当てはまる語句を答えなさい。

（2）年表中の A について、この事件で暗殺された総理大臣を答えなさい。

（3）年表中の B について、ナチス・ドイツの指導者を答えなさい。

（4）年表中の C について、日本が国際連盟を脱退した経緯について、簡単に説明しなさい。

（5）年表中の D について、この戦争において、中国で国民党と共産党が結成して日本に対抗した

組織を答えなさい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ E



（6）年表中の E について、この法律に続いて、1940 年に結成された、挙国一致の体制をつくるた

めの団体を答えなさい。

（7）年表中の F について、攻撃が行われた日付を答えなさい（日本時間）。

（8）年表中の G について、集団疎開について、下の写真を参考にして簡単に説明しなさい。



16 次の地図は１９１５年ごろのヨーロッパの様子を表したものであ

る。これをみて、下の各問いに答えなさい。

（1）このころのヨーロッパを中心に起こっていた、大きな戦争を何というか答えなさい。

（2）（1）の戦争は、大きく二つの陣営に分かれて戦われていたが、地図中の A の国と同じ陣営の

国を、地図中の B～E から二つ選んで記号で答えなさい。

（3）地図中の E の国は 1917 年に戦争から離脱した。この時に E の国内で起こっていた出来事を

何というか答えなさい。

（4）（3）のできごとによって、E の国は産業や経済のしくみをどのように変えたか。簡単に説明しな

さい。

（5）（1）の戦争の講和会議はどこで行われたか。地図中のア～ウから選んで記号で答えなさい。

（6）（1）の戦争の講和条約のうち、C の国が結んだものを何というか答えなさい。

（7）（6）の条約について簡単に説明しなさい。

（8）（1）の戦争の後に設立された、世界平和と国際協調をうたう国際機関を何というか。漢字 4 字

で答えなさい。



17　次の略年表は、大正時代の日本の動きを表したものである。

これを見て、下の各問いに答えなさい。

（1）年表中の（　①　）～（　⑥　）に当てはまる語句を答えなさい。

（2）次の資料は、年表中の（　②　）の一部である。資料中の（　ア　）、（　イ　）に当てはまる語句を

答えなさい。

（3）年表中の（　③　）のできごとが起こる背景となった、日本の対外的な軍事行動を何というか答

えなさい。

（4）年表中の（　④　）運動は、パリ講和会議の動きを受けて高まったが、どのような動きだったか。

簡単に説明しなさい。

（5）加藤高明内閣によって改正された選挙法で、選挙権を与えられたのはどのような人々か、説

明しなさい。

（6）加藤高明内閣の時期に、共産主義のとりしまりを教科することを目的として成立した法律を答

えなさい。



18　大正時代の思想や社会運動について、次の各問いに答えな

さい。

（1）次の A、B の資料中の（　あ　）、（　い　）に当てはまる語句を答えなさい。

（2）資料 A の考えを述べた人物を答えなさい。

（3）資料 B の起草の中心になった人物を答えなさい。

（4）大正時代には、労働争議の高まりも見られた。労働運動で、労働者が要求した具体的な内容

を二つ挙げなさい。

（5）小作争議で、小作農が要求したことを一つ挙げなさい。



19　次のグラフをみて、下の各問いに答えなさい。

（1）1929 年から 1932 年ごろまで、各国の鉱工業生産が落ち込んでいるが、この時期におこった

深刻な世界的不況を何というか。漢字 4 字で答えなさい。

（2）次のＡ～Ｄの文章は、その後の各国の様子を述べたものである。それぞれの文章に該当する

国名をア～エから、最も関連の深い事柄を、a～d から選び、それぞれ記号で答えなさい。

A　本国と植民地との関係を密接にして、それ以外の外国商品に対する関税を高めた。

B　政府が積極的に公共事業をおこし、生産を調整し、失業者に職を与え、労働組合を保護した。

C　独裁政治のもとで軍事力を強め、対外侵略を進めた。

D　共産党の独裁体制のもとで、重工業中心の工業化と、農業の集団化をすすめた。

ア：アメリカ　　イ：イギリス・フランス　　ウ：ソ連　　　エ：イタリア・ドイツ

a ：5 か年計画　b ：ニューディール　c ：ファシズム　d ：ブロック経済



20 次の年表をみて、下の各問いに答えなさい。

（1）年表中の（　①　）～（　④　）に当てはまる語句を答えなさい。

（2）年表中の（　②　）のできごとの結果、日本が成立させた新たな国を、下の地図中の a～d から

選び、記号で答えなさい。

（3）次のア～キのできごとのうち、年表中の A の時期に起こった出来事を 3 つ選び、年代の古い

順番に並べ替えて答えなさい。

ア：日本が国際連盟を脱退した。

イ：海軍青年将校らが犬養毅総理大臣を暗殺した。

ウ：国家総動員法が公布された。

エ：大政翼賛会が結成された。

オ：日独伊三国同盟が結ばれた。

カ：日ソ中立条約を結んだ。

キ：陸軍青年将校らが首相官邸や警視庁を襲撃した。

（4）次の文章は、ある年の出来事について述べたものである。文章中の（　あ　）～（　え　）に当て

はまる語句を答えなさい。

（5）（4）の文章は何年の出来事か、年代を答えなさい。



21　次の年表を見て、下の各問いに答えなさい。

（1）年表中の（　①　）に当てはまる語句を答えなさい。

（2）年表中の A の要因の一つとなった、欧米が工業原料や市場の確保のために獲得競争をして

いた海外領土を何というか。漢字 3 字で答えなさい。

（3）年表中の B の条約締結後に、アメリカのウィルソン大統領の提案にもとづいて設立された国際

機関を答えなさい。

（4）次のア～エの出来事は、年表中の A と B の間に起こったものである。年代の古い順番に並べ

かえ、記号で答えなさい。

ア：日本が中国に二十一か条の要求を出す。

イ：日本で米騒動がおこる。

ウ：ロシア革命がおこる。

エ：日本がシベリア出兵を行う。

（5）年表中のＣの出来事は、アメリカから世界中に広がった。これに対して各国は自国第一の対

策をとったが、アメリカとイギリスの対策に関するものを、下のア～エから一つずつ選び、それぞれ

記号で答えなさい。

ア：生ぐが積極敵に公共事業をおこし、失業者を助けた。

イ：関係の深い国々だけで経済を成り立たせ、そのほかの国の商品には高い関税をかけた。

ウ：重工業中心の工業化と農業の集団化を強行した。

エ：自由主義や民主主義を抑圧する全体主義をとった。



（6）年表中のＤの結果、満州の主要部を占領し、翌年満州国を建国した。満州国の位置を、下の

図の a～d から選び記号で答えなさい。

（7）年表中のＥの事件以後の日本の政治について、次の語句を用いて簡単に説明しなさい。

【　軍部　　発言力　　軍備　】

（8）年表中のＦの期間のできごとについて述べた下のア～エの文章の下線部について、正しけれ

ば「○」を、誤りであれば正しい語句を答えなさい。

ア：1940 年に日独伊三国同盟が結ばれ、結束が強化された。

イ：ヒトラーに率いられたナチス・ドイツは、特にユダヤ人に対する厳しい弾圧を行った。

ウ：日本は資源獲得のために東南アジアに進出し、北方では 1941 年にソ連と戦いを始めた。

エ：長期化する戦争解決のために、日本はイギリスとの交渉を行ったが、うまくいかなくなり、日本

は戦争を決意した。



22　次の資料１～資料３をみて、下の各問いに答えなさい。

（1）資料１のように、ベルサイユ条約などで多くの独立国が生まれた。このように「自分の国のあり

方を自主的に決める」という考え方を何というか。漢字 4 字で答えなさい。

（2）資料 2 中の（　①　）にあてはまる国名を、下のア～エから選んで、記号で答えなさい。

ア：　イギリス　　イ：　ドイツ　　ウ：　フランス　　エ：　アメリカ

（3）資料 3 の人物は、非暴力・不服従を唱え、インドでイギリスに対する完全な自治を求める運動

を指導した。この人物の名前を答えなさい。



23　大正時代に関する次の文章を読んで、下の各問いに答えな

さい。

（1）文章中の（　①　）に当てはまる語句を答えなさい。

（2）文章中の下線部 a について、このような状況になった理由について、次の語句を用いて説明

しなさい。

【　綿布　　アジア・アフリカ　　欧米　　重化学工業　】

（3）文章中の下線部 b について、米騒動の直後に本格的な政党内閣を組織した人物を答えなさ

い。

（4）文章中の下線部 c について、1925 年に成立した普通選挙法によって、有権者の数はどのよう

に変化したか、下のグラフを参考にして、簡単に説明しなさい。

（5）文章中の下線部 d について、普通選挙法の成立と同じ年に、共産主義の取り締まりを強める

ために定められた法律を答えなさい。



（6）文章中の下線部 e について、大正時代の社会運動について述べた次のア～ウの下線部につ

いて、正しければ「○」を、誤りであれば正しい語句を答えなさい。

ア：　農村では、小作料の減免を要求する労働争議がひんぱんに起こった。

イ：　被差別部落の人々は、差別からの解放をめざす運動をすすめ、1922 年に全国水平社を結　

　　　成し、運動は全国に広がった。

ウ：　女性解放を唱えてきた平塚らいてうは、新婦人科医を設立し、女性の政治活動の自由などを

　　　求める運動をくり広げた。

24　太平洋戦争中の日本のようすや動きについて、次の各問い

に答えなさい。

（1）労働力不足を補うために、日本国内ではどのような人々が勤労のために動員されたか答えな

さい。

（2）労働力不足を補うために、日本に連れてこられて、意思に反して働かされた朝鮮人や中国人

などもいた。こうした人々の労働条件について簡単に説明しなさい。

（3）空襲の激化で、大都市の小学生は親もとをはなれて地方に避難した。これを何というか。漢字

4 字で答えなさい。

（4）連合国側が、日本に無条件降伏を求めた宣言を何というか答えなさい。

（5）日本に原子爆弾が投下された場所を、下の地図のア～エから二つ選び、記号で答えなさい。

（6）次のア～エは、太平洋戦争終結までの出来事である。年代の古い順に並べかえて、記号で答

えなさい。

ア：　アメリカ軍が沖縄に上陸した。

イ：　日本に最初の原子爆弾が落とされた。

ウ：　天皇は、降伏の事実をラジオで日本国民に知らせた。

エ：　ソ連が参戦し、満州・朝鮮に進出した。



25　次の年表と資料１、資料２をみて、下の各問いに答えなさい。

（1）年表中の（　①　）、（　②　）にあてはまる語句を答えなさい。

（2）年表中の A について、第一次世界大戦の前に「ヨーロッパの火薬庫」とよばれていた半島を、

資料１中の a～d から選び、記号で答えなさい。

（3）年表中の A について、日本は第一次世界大戦に、ある同盟を理由に参戦した。この同盟を何

というか答えなさい。

（4）年表中の A について、この翌年、日本は中国におけるドイツ権益を日本が引き継ぐことなどの

要求を中国に示し、大部分を認めさせた。この要求を何というか答えなさい。

（5）年表中の A について、第一次世界大戦によって。日本は好景気となったが、その理由につい

て、資料２を参考にして、簡単に説明しなさい。

（6）年表中の B について、これが起こった原因について、次の語句を用いて簡単に説明しなさい。

【　シベリア出兵　　米価　】



（7）年表中の B ののち、本格的な政党内閣を組織した人物を、次のア～エから一人選び記号で

答えなさい。

ア：　桂太郎　　イ：　新渡戸稲造　　ウ：　伊藤博文　　エ：　原敬

（8）年表中の C について、この条約の検討過程で、ドイツの権益が日本に認められたことで、中国

で起こった反日運動を何というか答えなさい。

（9）年表中の C について、この年に朝鮮で起こった、日本からの独立をめざす運動を何というか。

（10）インドで非暴力・不服従を唱え、独立運動の中心になった指導者を答えなさい。また、この当

時、インドを植民地としていた国を、資料１中のア～オから一つ選び、記号で答えなさい。

（11）年表中の D について、国際連盟の設立を提唱したアメリカの大統領を答えなさい。

（12）年表中の D について、国際連盟について正しく述べているものを、次のア～エから二つ選び、

記号で答えなさい。

ア：　日本はイギリスなどとともに常任理事国となった。

イ：　設立と同時に、アメリカとソ連が加盟した。

ウ：　設立当初「は、ドイツは加盟できなかった。

エ：　美濃部達吉が事務局次長として活躍した。

（13）年表中の E について、どのような人々に選挙権が与えられたか。説明しなさい。

（14）年表中の E について、普通選挙法の制定を求める運動に影響をあたえ、民本主義を唱えた

人物を答えなさい。

（15）年表中の E と同時に成立、共産主義に対する取りしまりを強めるための法律を答えなさい。

（16）年表中の E と同じ年に始まり、新聞と並ぶ情報源となったものは何か、答えなさい。

（17）年表中の D と E の間におこったできごとを、次のア～エから二つ選び、記号で答えなさい。

ア：　関東大震災　　イ：　関税自主権の完全な回復　ウ：　大逆事件　　エ：　全国水平社の結成

（18）大正期の教育と文化について述べた次のア～エの文章のうち、間違っているものを二つ選

び、記号で答えなさい。

ア：小学校では、個性を大切にし、自主性を重視する自由教育の運動が始められた。

イ：義務教育が 4 年から 6 年になり、小学校の就学率が高まり、国民教育の基礎が固まった。

ウ：児童向けの雑誌が発行され、ヨーロッパ風の童謡や童話が広まった。

エ：個性を重んじるロマン主義が主流となり、与謝野晶子や樋口一葉ら、女性の文学者が活躍し　

　　た。



26　次の年表と資料 1～資料 3 を見て、下の各問いに答えなさい。



（1）年表中の①、②にあては○出来事を、次のア～オから選んで記号で答えなさい。

ア：　中華民国が成立する

イ：　日中戦争が始まる

ウ：　関東大震災が起こる

エ：　ワシントン会議が開かれる

オ：　日本が国際連盟を脱退する

（2）年表中の A について、この出来事は、ある国で株価が暴落したことをきっかけに起きた。

この国はどこか答えなさい。

（3）年表中の A について、これを乗り切るために、イギリスやフランスが取った政策について簡単

に説明しなさい。

（4）年表中の A について、ソ連がこの影響を受けなかった理由について、資料 1 を参考にして説

明しなさい。

（5）年表中の B について、この事件で暗殺された総理大臣を、次のア～エから選び、記号で答え

なさい。

ア：　加藤高明　　イ：　犬養毅　　ウ：浜口雄幸　　エ：　伊藤博文

（6）年表中の B・D について、こうした事件によって、日本の政治はどのように変化したか。簡単に

説明しなさい。

（7）年表中の C について、この年に、ドイツでナチスを率いて政権をにぎった人物を答えなさい。

（8）（7）の政権によって、特に強く迫害された、資料 3 中の（　①　）にあてはまる民族名を答えなさ

い。

（9）年表中の E について、この年に中国では国民党と共産党が手を結び抗日民族統一戦線が結

成された。この当時の、国民党と共産党の中心人物を、次のア～オから一人ずつ選び、それぞれ

記号で答えなさい。

ア：　孫文　　イ：　李舜臣　　ウ：　毛沢東　　エ：　溥儀　　オ：　蒋介石

（10）年表中の F について、この戦争はドイツがどこの国に侵攻したことから始まったか答えなさい。

（11）当時のドイツやイタリアのような、反民主主義、反自由主義をかかげる全体主義の政治を何と

いうか答えなさい。

（12）年表中の F について、この戦争の過程で、日本が東南アジアに進出した理由を簡単に説明

しなさい。

（13）年表中の G について、このできごとから、日本とアメリカの戦争は始まった。この戦争を何とい

　　　うか答えなさい。



（14）次の文章は、日本の戦時下の生活について述べたものです。

　　　この文章中の（　①　）～（　③　）にあてはまる語句を答えなさい。

（15）年表中の H について、原子爆弾が投下された日本の都市を二つ答えなさい。

（16）年表中の H の年の 3 月にアメリカ軍が上陸し、激しい戦闘が行われた県を答えなさい。

（17）連合軍が日本に無条件降伏を求めた宣言を何というか答えなさい。

（18）日本が降伏し、第二次世界大戦が終わったのは何月何日か答えなさい。


