
【FdData中間期末：中学歴史】 
 [フランス革命] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[フランスの絶対王制] 
[問題](2学期中間) 
革命前のフランスでは，強力な官僚制

と常備軍をもとに，国王が絶対的な権力

をにぎっていた。このような政治を何と

いうか。 
 
[解答]絶対王制 
[解説] 
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17世紀後半のフランスは，強力な官僚制
かんりょうせい

と常備軍
じょうびぐん

をもとに，国王が絶対的な権力

をにぎる絶対
ぜったい

王政
おうせい

が行われていた。絶対

王制を正当化した考え方は「国王の権限

は神から与えられたもので，国民はこれ

に従わなければならない」という王権
おうけん

神授説
しんじゅせつ

であった。フランスの絶対王制の

最盛期
さ い せ い き

は，ルイ14世のときである。ルイ

14世はパリの郊外
こうがい

に，広大で美しいベル

サイユ宮殿
きゅうでん

を建てた。 

 
※この単元で出題頻度が高いのは「絶対

王制」である。「王権神授説」「ルイ 14

世」「ベルサイユ宮殿」もときどき出題さ

れる。 

 

 



[問題](後期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 17世紀後半からのフランスでは，国

王が政治権力のすべてをにぎり，議

会を開かずに国を治めていた。この

ような政治を何というか。 
(2) (1)の政治を支えた，「国王の権限は神

から与えられたもので，国民はこれ

に従わなければならない」という考

え方を何というか。 
(3) フランスで(1)が最も栄えたときの国

王は誰か。 
(4) (3)がパリ郊外に建てた宮殿を何とい

うか。 
 
[解答](1) 絶対王政 (2) 王権神授説 
(3) ルイ14世 (4) ベルサイユ宮殿 



[革命前のフランス] 
[問題](前期中間) 
次の図の①～③はフランス革命時の 3

つの身分を示している。次の[  ]より，

それぞれの身分を選べ。 
[ 聖職者 貴族 平民 ] 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]① 貴族 ② 聖職者 ③ 平民 
 



[解説] 
 

 

 

 

 

フランス革命前のフランスでは，身分に

よる貧富
ひ ん ぷ

の差は大きく，第一身分(

聖職者
せいしょくしゃ

(僧
そう

))と第二身分(貴族
き ぞ く

)は免税
めんぜい

の

特権を持ち，人口の90％をしめる第三身

分(平民
へいみん

)だけが重い税に苦しめられてい

た。右の図の[革命前]では，平民が重い

石(重税)の下で苦しんでいるようすが描

かれている。[フランス革命]の図は，平

民が立ち上がろうとしており，聖職者と

貴族がこれに驚いているようすが描かれ

ている。 



※この単元で出題頻度が高いのは風刺画

の「聖職者」「貴族」「平民」である。 
 

 
[問題](後期中間) 
右の資料は，1789年の革命が起こる前

のフランスの社会を表した絵である。次

の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 第三身分を表しているのは A～C の

どれか。 



(2) 第三身分はどのような人か。次の

[  ]から選べ。 
[ 聖職者 貴族 平民 ] 

(3) 革命前のフランスを風刺した右の資

料は，どのようなようすを表してい

るか。「税」という語句を使って簡単

に説明せよ。 
 
[解答](1) C (2) 平民 (3) 平民が重い

税に苦しんでいるようす。 
 



[フランス革命] 
[問題](後期中間) 
 1789 年，フランス革命がおこり，「人

は生まれながらに自由で平等な権利を持

つ」で始まる宣言が発表された。これを

何というか。 
 
[解答]人権宣言 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
1789 年，バスチーユ牢獄

ろうごく

襲撃
しゅうげき

事件をき

っかけに，フランス革命が起こった。(非



難は急(1789)だフランス革命) 
「人は生まれながらに自由で平等な権利

を持つ。」(第1条)，「主権のみなもとは，

もともと国民の中にある。」(第 3 条) は
このときに出された人権

じんけん

宣言
せんげん

である。 
革命の影響

えいきょう

が及
およ

ぶのをおそれたまわり

の国々がフランスに攻
せ

めこんだが，革命

政府は，農民や市民から兵をつのって防

戦するとともに，王政
おうせい

を廃止
は い し

して共和国

となることを宣言し，国王ルイ 16 世を

処刑
しょけい

した。こうした中で軍人のナポレオ

ンが政権をにぎり，1804 年にフランス

皇帝
こうてい

になり，一時はヨーロッパのほとん

どを征服
せいふく

した。ナポレオンは，法のもと

の平等，経済活動の自由，家族の尊重を

定めるナポレオン法典
ほうてん

という民
みん

法典
ぽうてん

を制

定した。 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「フランス革命」「人権宣言」「ナポレオ

ン」である。「1789年」「バスチーユ牢獄」

もときどき出題される。 
 



[問題](2学期期末) 
次の資料は，1789年に起こった革命の

ようすを表している。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) この革命を何というか。 
(2) この革命で発表された自由，平等，

人民主権，私有財産の不可侵などを

うたった宣言を何というか。 
(3) (1)の革命が起こった国で，1804年に

権力をにぎり，ヨーロッパの大部分

を征服して，革命の理念を広めた人

物は誰か。 



 
[解答](1) フランス革命 (2) 人権宣言 
(3) ナポレオン 
 
 



[問題](1学期中間) 
次の文章中の①～⑥に適当な語句や数

字を入れよ。 
 フランスにおける( ① )王政の絶頂

期はベルサイユ宮殿を建てたルイ 14 世

の時代であった。しかし，ルイ 16 世の

時代に財政難におちいり人々に重い税を

かけたため，( ② )年にパリの民衆が

( ③ )牢獄を襲撃し，これをきっかけ

に( ④ )革命が起こった。身分の特権

を廃止し，自由・平等・人民主権などを

うたう( ⑤ )を発表した。革命の波及

を恐れた国々が干渉し，長い戦争が始ま

った。この不安定な政情のなかで軍人の

( ⑥ )が政権につき，1804年に皇帝の

地位につきヨーロッパの大部分を支配し

た。 



[解答]① 絶対 ② 1789 
③ バスチーユ ④ フランス 
⑤ 人権宣言 ⑥ ナポレオン 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) フランス革命は身分制度に不満を持

った民衆らによって起こされた。そ

の革命の始まりは，圧政の象徴とな

る建造物への襲撃であった。襲撃さ

れた建造物を次の[  ]から選べ。 
[ バスチーユ牢獄 エッフェル塔 
 ベルサイユ宮殿 凱旋門 ] 

(2) フランス革命のとき，個人の権利や

市民社会の政治の重要な原則を示す

宣言が出された。これを何というか。 
(3) フランス革命が起こると，まわりの

ヨーロッパの国々がフランス革命に

干渉して，戦争が起こった。まわり

の国々が干渉した理由を書け。 



(4) (3)の後，1804年に皇帝の地位につき

ヨーロッパの大部分を支配した人物

は誰か。 
(5) (4)の人物が制定した民法典は何か。 
 
[解答](1) バスチーユ牢獄 
(2) 人権宣言 (3) 革命の影響が及ぶこ

とをおそれたから。 (4) ナポレオン 
(5) ナポレオン法典 
 
 



[人権宣言の条文] 
[問題](前期中間) 
次は，フランス革命の時に発表された

宣言である。後の各問いに答えよ。 
第 1 条 人は生まれながらに( ① )で

( ② )な権利を持つ。 
第 3 条 主権のみなもとはもともと

( ③ )の中にある。 
(1) この宣言を何というか。 
(2) ①～③にあてはまる語句をそれぞれ

答えよ。 
 
[解答](1) 人権宣言 (2)① 自由 
② 平等 ③ 国民 
[解説] 
※人権宣言の条文の中で，「自由」「平等」

「主権」「国民」は出題頻度が高い。 



[問題](前期中間) 
フランス革命をなしとげた国民は，次

の宣言を発表した。後の各問いに答えよ。 
第 1 条 人は生まれながらに，( ア )

で( イ )な権利をもつ。社会

的な区別は，ただ公共の利益に

関係のある場合にしか設けては

ならない。 
第 3 条 ( ウ )のみなもとは，もとも

と国民の中にある。どのような

団体や個人であっても，国民か

ら出たものでない権力を使うこ

とはできない。 
(1) 前文と17条からなる，上の宣言を何

というか。 
(2) 文中のア～ウにあてはまる語句を書

け。 



(3) 革命後に王政が廃止されたフランス

で，権力をにぎりヨーロッパの大部

分を征服し，革命の理論を広めた人

物は誰か。 
 
[解答](1) 人権宣言 (2)ア 自由 
イ 平等 ウ 主権 (3) ナポレオン 
 



[フランス革命全般] 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 18世紀までのフランスでは，強力な

官僚制と常備軍をもとに，国王が絶

対的な権力をにぎっていた。この政

治のしくみを何というか。 
(2) 1789年，国王の政治に対する不満か

ら，フランスで起こった革命を何と

いうか。 
(3) 下の資料は，(2)の革命のときに発表

された宣言である。これを何という

か。また，条文中の①～④にあては

まる語句を答えよ 
第 1 条 人は生まれながらに

( ① )で( ② )な権利を持つ。 
 



第 3 条 主権のみなもとは，もとも

と( ③ )の中にある。 
第 11 条 ( ④ )および言論の自由

な発表は人間の最も尊い権利の一つ

である。 
(4) (2)の革命の後，まわりの国々による

干渉が始まったが，その理由を簡潔

に説明せよ。 
(5) 不安定な政情のなかで権力をにぎり，

ヨーロッパの大部分を征服した軍人

は誰か。 
 
[解答](1) 絶対王政 (2) フランス革命 
(3) 人権宣言 ① 自由 ② 平等 
③ 国民 ④ 思想 (4) 革命の影響が及

ぶことをおそれたから。 (5) ナポレオ

ン 



【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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