
【FdData中間期末：中学歴史】 
 [19世紀の欧米諸国] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[イギリス・ドイツ・ロシア] 
[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～③に適する国名を入

れよ。 
 19 世紀，世界経済の中心となった

( ① )では，自由主義が広まり，二大

政党政治が行われた。産業革命は(①)か
ら他の国々にも及んだが，( ② )では

｢鉄血宰相｣と呼ばれたビスマルクが富国

強兵をすすめた。皇帝の専制政治が続い

ていた( ③ )は南に勢力をのばす南下

政策をとった。また，近代化の必要性か

ら農奴解放を行った。 
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[解答]① イギリス ② ドイツ 
③ ロシア 
[解説] 
 
 
 
 
イギリスでは産業

さんぎょう

革命
かくめい

後，資本
し ほ ん

を持つ者

が労働者を雇
やと

って生産を行う資本主義の

しくみができあがった。イギリスは「世

界の工場」と呼ばれて世界経済の中心に

なり，経済力を背景に自由主義が広まり，

二大政党政治が行われた。 
おくれて近代化を始めたドイツは，鉄血

てっけつ

宰相
さいしょう

といわれたビスマルクの指導のも

と，工業化の進んだ軍事大国をめざす

富国
ふ こ く

強兵
きょうへい

策
さく

を進めた。 



皇帝
こうてい

の専制
せんせい

政治が続いていたロシアは南

に勢力をのばす南下
な ん か

政策
せいさく

をとった。また，

近代化の必要性から農奴
の う ど

解放
かいほう

を行った。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「ビス

マルク」である。 
 
 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ドイツで富国強兵を進め，「鉄血宰

相」と呼ばれた人物は誰か。 
(2) ロシアの「たえず南に勢力をのばし

ていった」政策を何というか。 
 
[解答](1) ビスマルク (2) 南下政策 
 



[アメリカの南北戦争] 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) イギリスから独立したアメリカでは，

自由貿易や奴隷制をめぐり，1861年

に内戦が起こった。この内戦を何と

いうか。 
(2) (1)の内戦中，ゲティスバーグにおけ

る演説で，「人民の，人民による，人

民のための政治」を訴えた大統領は

誰か。 
 
[解答](1) 南北戦争 (2) リンカン 



[解説] 
 
 
 
 
アメリカでは，自由貿易や奴隷

ど れ い

制
せい

をめぐ

って北部と南部が対立していた。早くか

ら工業が発達していた北部は，その保護

のため，輸入品に高い関税をかけること

を求めた。また，工場労働者を確保する

必要もあって，黒人奴隷の解放をとなえ

た。これに対し，南部は，綿花などの農

産物の輸出をさかんにするために，輸入

品の関税を高くすることに反対した。ま

た，南部では綿花
め ん か

の栽培が行われていた

が，綿つみのためにアフリカから連れて

こられた黒人を奴隷
ど れ い

として使っていたの



で，奴隷制を守ろうとした。北部出身の

リンカンが大統領に当選すると，南部は

合衆国からの分離を宣言し，1861 年，

南北
なんぼく

戦争
せんそう

が起こった。戦争中，北部側の

大統領リンカンは，奴隷
ど れ い

解放
かいほう

宣言
せんげん

を出し

た。 
リンカンはゲティスバーグにおける演説

で，「人民の，人民による，人民のための

政治」 
(Government of the people，by the 
people，for the people)を訴えた。この

内戦は北部側の勝利に終わった。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「南北

戦争」「リンカン」「人民の，人民による，

人民のための政治」である。「奴隷解放宣

言」「北部の勝利」もときどき出題される。 



[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
アメリカでは，自由貿易や奴隷制をめ

ぐる対立から国が分裂し，1861 年に

( ① )戦争が起こった。内戦の最中，

北部の( ② )大統領は( ③ )宣言を

出した。また，(②)大統領はゲティスバ

ーグにおける演説で，「( ④ )の，(④)
による，(④)のための政治」を訴えた。 
[解答]① 南北 ② リンカン 
③ 奴隷解放 ④ 人民 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) アメリカで 1861 年に奴隷制などを

めぐって起きた戦争の名前を書け。 
(2) (1)で勝利をおさめたのは，南部か北

部か。 
(3) (1)の戦争のさなかに奴隷解放宣言を

出した大統領の名前を書け。 
(4) (2)の大統領は，南部出身か，北部出

身か。 
(5) (2)の大統領は民主主義政治について

有名な言葉を述べた。それを書け。 
 
[解答](1) 南北戦争 (2) 北部 
(3) リンカン (4) 北部出身 
(5) 人民の，人民による，人民のための

政治。 



[問題](後期中間改) 
 次の資料は，19世紀のアメリカの北部

と南部の間で起こった対立を示している。

次の各問いに答えよ。 

 
(1) 資料で北部を示しているのは A，B

のどちらか。 
(2) 資料中の①～④にあてはまる語句を

次の [  ]からそれぞれ選べ。 
[ 自由貿易 保護貿易 賛成 反対] 

 A   B 
経済 工業が発

展 
大農場 

中心勢力 資本家 大農場主 
貿易  ①  ② 
奴隷制  ③  ④ 



(3) 資料中の A，B の対立によって起こ

った戦争を何というか。 
(4) (3)の戦争で勝ったのはA，B のどち

らか。 
[解答](1) A (2)① 保護貿易 
② 自由貿易 ③ 反対 ④ 賛成 
(3) 南北戦争 (4) A 
 



[全般] 
[問題](3学期) 

18世紀から19世紀にかけての欧米諸

国についてのA～Dの文を読み，後の各

問いに答えよ。 
A この国は，軽くて美しいインド綿布

に対抗して，自国内で良質の綿糸・

綿布をつくるために，技術革新を行

い，蒸気による機械の実用化により

工場で大量に綿布を生産した。また

様々な産業発展により人々の生活は

大きく変化した。 
B 皇帝の専制政治が続き，たえず南に

勢力をのばしていった。また近代化

の必要性から農奴を解放した。 



C 自由貿易や奴隷制をめぐり内戦がお

こったこの国は，大陸横断鉄道を開

通させ，国力の充実をはかり成長し

た。 
D 富国強兵をすすめたこの国はフラン

スと戦い，その後統一した帝国をつ

くった。 
(1) A～Dの国名を答えよ。 
(2) Aの下線部の変革を何というか。 
(3) A の国では世界でもっとも早く資本

主義経済のしくみを完成させた。こ

の経済の説明をした次の文の①，②

にあてはまる適切な語句を答えよ。 
生産のもとでになる( ① )を持

つ者が，( ② )をやとって生産をす

るしくみが広まった。 



(4) C の内戦は 1861 年に始まった。こ

の戦争名を答えよ。 
(5) C の内戦中，この国の大統領は演説

をおこなった。次の演説の一部の英

文を訳せよ。 
Government of the people，by the 
people，for the people 

(6) (5)の演説をおこなった大統領の名前

を答えよ。 
(7) D の国で富国強兵を進め，「鉄血宰

相」と呼ばれた人物は誰か。 
(8) B の国の「たえず南に勢力をのばし

ていった」政策を何というか。 
 



[解答](1)A イギリス B ロシア 
C アメリカ D ドイツ (2) 産業革命 
(3)① 資本 ② 労働者 (4) 南北戦争 
(5) 人民の，人民による，人民のための

政治 (6) リンカン (7) ビスマルク 
(8) 南下政策 
 



【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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