
【FdData中間期末：中学社会歴史】 
[ギリシャ・ローマ] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[ギリシャの都市国家(ポリス)] 
[問題](2学期中間) 
 ギリシャでは，アテネやスパルタなど

の都市国家が建設された。この都市国家

は別名で何というか。カタカナ3文字で

答えよ。 
 
[解答]ポリス 
[解説] 
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地中海沿岸は，農耕

のうこう

や牧畜
ぼくちく

に適した気候

で，古くから商人の活動も活発であった。 
ギリシャ人は，アテネやスパルタのよう

なポリスと呼ばれる都市国家を地中海各

地に建設した。こうした都市国家は，丘
おか

の

上の神殿
しんでん

(図はアテネのパルテノン神殿)
とふもとの広場とを中心に造られた。国

の中心は，奴隷
ど れ い

を持ち，農業を営み，戦



争時には兵士として戦う男性の市民であ

った。アテネでは，男性の市民全員が参

加する民会を中心に民主政治が行われて

いた。紀元前5世紀にペルシャがギリシ

ャに攻めこむと，ボリスは連合してこれ

を撃退し，ギリシャ文明は全盛期をむか

えた。ギリシャでは，演劇や彫刻などの

芸術や，哲学や数学，医学といった学問

も発達しました。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「ポリス」である。「アテネ」の「民主政

治」「パルテノン神殿」もよく出題される。 
 
 



[問題](後期中間) 
 次の文の①～③に適語を入れよ。 
ギリシャでは，( ① )と呼ばれる多

くの都市国家が生まれた。パルテノン神

殿で有な都市国家の( ② )では，成人

男子の市民による( ③ )政治が行われ

た。 
 
[解答]① ポリス ② アテネ ③ 民主 
 



[問題](前期期末) 
ギリシャ人が建設した都市国家(ポリ

ス)の説明として誤っているものを次の

ア～エから1つ選び，記号で答えよ。 
ア ポリスは丘の上の神殿とふもとの広

場とを中心に造られた。 
イ アテネでは男女の市民全員が参加す

る民会を中心に民主的な政治が行わ

れた。 
ウ 男性の市民は戦争時には兵士として

戦うことがあった。 
エ 紀元前5世紀にペルシャに攻めこま

れたが，ポリスは連合して，これを

撃退した。 
[解答]イ 



[解説] 
イの「男女の市民」があやまり。市民と

なれたのは男性のみである。「アテネでは

男性の市民全員が参加する民会を中心に

民主的な政治が行われた。」が正しい。 
 
 



[問題](前期期末) 
次の文について，各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
B.C.8 世紀頃，アテネ，スパルタなど

の多くの都市国家が建設され，独自の神，

軍隊，法律を持ち，お互いに競い栄えて

いた。 
(1) アテネやスパルタなどの都市国家を

何というか。カタカナ 3 文字で答え

よ。 
(2) アテネの位置を地図中の a～d から

選べ。 



(3) アテネのアク

ロポリスの丘

に建設された

右図の建物を

何というか。 
(4) アテネでは民主的な政治が行われて

いたが，どのような話し合いで都市

が動かされていたか書け。(中心とな

った人々の性別，会の名前を書くこ

と) 
 
[解答](1) ポリス (2) d (3) パルテノ

ン神殿 
(4) 男性の市民全員が参加する民会を中

心に話し合いが行われた。 
 
 



[ヘレニズム] 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右の絵に描か

れているマケ

ドニアの王の

名前を答えよ。 
(2) (1)の王の東方

遠征によって，ギリシャの文化が東

方へ広まって 
オリエントの文化と結び付いた。こ

のことを何というか。 
 
[解答](1) アレクサンドロス大王 
(2) ヘレニズム 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
紀元前4世紀になると，北方のマケドニ

アが，ギリシャを征服
せいふく

し，さらにアレク

サンドロス大王の下で東に遠征
えんせい

してペル

シャを征服し，インダス川にまで達した。

この結果，ギリシャの文化が東方に広ま



ってオリエントの文化と結び付いた。こ

れをヘレニズムと呼ぶ。 
図のミロのビーナスはヘレニズム時代の

作品である。ヘレニズムの文化は，後に

インド，中国，日本の美術にも影響をあ

たえた。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「アレクサンドロス大王」「ヘレニズム」

である。「ギリシャ文化とオリエント文

化」もよく出題される。 
 
 



[問題](前期期末) 
 次の文中の①，④に適語を入れよ。②，

③は(  )内より適語を選べ。 
マケドニアの( ① )大王の遠征の結

果，②(ペルシャ／ギリシャ)の文化が東

方に広まり，③(オリエント／ローマ)の
文化と結び付いた。これを( ④ )とい

う。 
 
[解答]① アレクサンドロス ② ギリシ

ャ ③ オリエント ④ ヘレニズム 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ギリシャは，紀元前 4 世紀に，北方

に成立した国に征服された。何とい

う国に征服されたか。 
(2) (1)の国の国王で，東方遠征を行い，

領土を広げていったのは誰か。 
(3) (2)の東方遠征の結果，①西方の何と

いう文化が，②東方の何という文化

と結び付いたか。 
(4) (3)の 2 つの文化が結

び付いたことを何と

いうか。 
(5) この時代につくられ

た右図の彫刻を何と

いうか。 
 



[解答](1) マケドニア (2) アレクサン

ドロス大王 (3)① ギリシャ文化 
② オリエント文化 (4) ヘレニズム 

(5) ミロのビーナス 
 
 
[ローマ帝国] 
[問題](後期中間) 
イタリア半島では，都市国家の( X )

が栄えて拡大し，紀元前1世紀，地中海

一帯に広がる(X)帝国を築いた。Xにあて

はまる語句を答えよ。 
 
[解答]ローマ 



[解説] 
 
 
 
 
イタリア半島で

は都市国家のロ

ーマが栄えた。

紀元前 6 世紀に

は，貴族を中心

とする共和制
きょうわせい

の国になり，ローマはさら

に紀元前 30 年には地中海を囲む地域を

統一し，同じころ，皇帝が支配する帝政
ていせい

に

変わった。ローマ帝国は，世界最大級の

都市ローマを首都とし，高度な文明を築

いた。 
 



長さや重さ，容積の基準を統一し，道路

網を整え，各地に水道や浴場，闘技場
とうぎじょう

(図
のコロッセオなど)などの施設を造った。

また，ローマの法律や暦は，後のヨーロ

ッパでも長く使われた。 
ローマ帝国に支配されていたパレスチナ

で，イエスが現れ，キリスト教をおこし

た。 
 
※この単元でよく出題されるのは「ロー

マ帝国」「コロッセオ」である。「共和制

→帝政」「イエス，キリスト教」もときど

き出題される。 
 



[問題](後期中間) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
イタリア半島では，都市国家の

( ① )が栄えて拡大し，やがて広大な

(①)帝国を築いた。(①)帝国では貴族を中

心とする( ② )制から帝政へと変わっ

た。(①)帝国に支配されていたパレスチ

ナで，イエスが現れ，( ③ )教をおこ

した。 
 
[解答]① ローマ ② 共和 ③ キリス

ト 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) ローマの位置を地図中の a～d から

選べ。 
(2) 右図の競技

場の名前を

答えよ。 
(3) ローマ帝国

において，盛んに信仰された宗教は

何か。 
 



[解答](1)b (2) コロッセオ (3) キリス

ト教 
 
[問題](前期中間) 
ローマ帝国に関する以下の選択肢のう

ち，誤っているものを1つ選び，記号で

答えよ。 
ア 長さや重さ，容積の基準を統一した。 
イ 道路網や水道の設備を整えた。 
ウ 4 年に 1 度，オリンピックを開催し

た。 
エ コロッセオという闘技場を造った。 
 
[解答]ウ 
[解説] 
ウはギリシャである。 
 



[全般] 
[問題](2学期中間) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
地中海沿岸は日照に恵まれ，農耕や牧

畜が盛んになった。紀元前8世紀にはギ

リシャでは( ① )と呼ばれる都市国家

が栄え，アテネでは奴隷を持つ市民によ

る( ② )政治が実現した。紀元前 4 世

紀にギリシャはマケドニアに征服された。

マケドニアの( ③ )大王はインドまで

遠征したが，その結果，ギリシャの文化

が東方へ広まってオリエントの文化と結

び付いた。このことを( ④ )という。

紀元前1世紀には，イタリアの都市国家

から発展した( ⑤ )帝国が地中海全域

を支配した。 
 



[解答]① ポリス ② 民主 ③ アレク

サンドロス ④ ヘレニズム ⑤ ローマ 
 
 
[問題](前期期末) 
次のア～ウの説明文と，A～C の写真

を見て，後の各問いに答えよ。 
[説明文] 
ア ポリスと呼ばれる都市国家を建設し

た。アテネでは民主的な政治が行わ

れた。 
イ もとはラテン人の都市国家で，紀元

前 30 年には地中海を囲む地域を統

一した。 
ウ アレクサンドロス大王の下でペルシ

ャを征服し，インダス川にまで達し

た。 



 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ローマ，マケドニア，ギリシャにつ

いての説明文をア～ウからそれぞれ

選べ。 
(2) ローマ，マケドニア，ギリシャに関

係の深い写真を A～D からそれぞれ

選べ。 
(3) アレクサンドロス大王の遠征の結果，

ギリシャの文化がオリエントの文化

と結びついたことを何と呼ぶか。 



[解答](1)ローマ：イ マケドニア：ウ 
ギリシャ：ア (2)ローマ：C マケドニ

ア：B ギリシャ：A (3) ヘレニズム 
 



【各ファイルへのリンク】 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 
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