
【FdData中間期末：中学歴史：大正】 
[国際協調の高まり] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
【】ベルサイユ条約・国際連盟 

[ベルサイユ条約] 
[問題](2学期中間改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 1918年にドイツが降伏

し，1919年にフランスの

パリ(右図)で講和会議が

開かれ，( ① )条約が結ばれた。この

条約で，ドイツは多額の賠償金や軍備縮

小を課され，植民地を失い領土を縮小さ

れた。 
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この講和会議で，アメリカ大統領のウィ

ルソンは，植民地支配を受けている民族

が独立し，自分たちで自立すべきという

民族( ② )の原則を唱えた。東ヨーロ

ッパでは多くの小国が独立した。 
 
[解答]① ベルサイユ ② 自決 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 



1918年(大正7年)にド

イツが降伏
こうふく

し，1919
年にフランスのパリ

で講和
こ う わ

会議が開かれ，

ベルサイユ条約
じょうやく

が結ばれた。 
この条約で，イギリスとフランスは，ド

イツに巨額の賠償
ばいしょう

金
きん

や軍備
ぐ ん び

縮小
しゅくしょう

を課

した。また，ドイツは植民地を失い，領

土を縮小された。中国の山東省での利権

も日本が引き継ぐことが決められた。 
講和会議では，アメリカのウィルソン大

統領により民族
みんぞく

自決
じ け つ

の原則も唱
とな

えられ，

東ヨーロッパで多くの小国が独立した。

しかし，アジアやアフリカでは植民地支

配が続いたため，民族独立を求める運動

が高まった。 
 



※出題頻度：「パリ(講和会議)(地図)〇」

「ベルサイユ条約◎」「ウィルソンの民族

自決〇」「東ヨーロッパで多くの小国が独

立△」 
 
 
[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 第一次世界大戦の講和会議が開かれ

たフランスの都市はどこか。 
(2) 第一次世界大戦の講和会議で結ばれ

た条約は何か。 
(3) (2)の条約で，巨額の賠償金や軍備縮

小などを課せられた国の名前を書け。 



(4) 第一次世界大戦の講和会議でアメリ

カ大統領のウィルソンは植民地支配

を受けている民族が独立し，自分た

ちで自立していくべきであるという

理念を唱えた。この考え方を何とい

うか。 
 
[解答](1) パリ (2) ベルサイユ条約 
(3) ドイツ (4) 民族自決 
 
 



[問題](1学期期末) 
次の地図を見て，各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 第一次世界大戦の講和会議が開かれ

た都市を右の地図中の A～D から 1
つ選び，記号と都市名を書け。 

(2) 第一次世界大戦の講和会議で結ばれ

た条約は何か。 



(3) (2)の条約の内容として誤っているも

のを次のア～オから1つ選べ。 
ア ドイツは巨額の賠償金を課せら

れた。 
イ ドイツは軍備の縮小を課せられ

た。 
ウ ドイツはすべての植民地を失っ

た。 
エ ドイツの領土自体は戦前と同じ

とされた。 
  オ 日本は，ドイツから山東半島の 
    利権を引きついだ。 
(4) 第一次世界大戦の講和会議で，植民

地支配を受けている民族が独立し，

自分たちで自立していこうという理

念が唱えられた。①これを何という

か。②①を主張したアメリカ大統領

は誰か。 



(5) 戦後，多くの小さな国が独立したの

は次の[  ]のどの地域か。1つ選べ。 
[ 東ヨーロッパ 西ヨーロッパ 
 南ヨーロッパ 北ヨーロッパ ] 

 
[解答](1) B，パリ (2) ベルサイユ条約 

(3) エ (4)① 民族自決 ② ウィルソン 
(5) 東ヨーロッパ 
 
 



[国際連盟の誕生] 
[問題](1学期期末改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 

1920年，アメリカ

大統領の( ① )(右
図)の提案にもとづ

き，世界平和と国際

協調のための組織と

して( ② )がつくられた。(②)の本部は

スイスのジュネーブにおかれ，日本は，

イギリス・フランス・イタリアとともに

4 常任理事国の 1 つになった。また，新

渡戸稲造が国際連盟本部の事務局次長と

して活躍した。 
 
[解答]① ウィルソン ② 国際連盟 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
1920 年(大正 9 年)，ア

メリカ大統領のウィル

ソンの提案にもとづき，

世界平和と国際協調の

ための組織として国際
こくさい

連盟
れんめい

がつくられた。本部はスイスのジュ

ネーブにおかれ，日本は，イギリス・フ

ランス・イタリアとともに4常任
じょうにん

理事
り じ

国
こく

の1つになった。 



しかし，アメリカ自身が議会の反対で参

加しなかったうえ，ドイツやソビエト政

府が除外
じょがい

されていた。さらに，平和を維持
い じ

するための強制力
きょうせいりょく

をもたなかったため，

世界平和を保つため

には力不足であった。

新渡戸
に と べ

稲造
いなぞう

が国際連

盟本部の事務局次長

として活躍した。 
 
※出題頻度：「ウィルソン◎」 
「国際連盟◎」「スイスのジュネーブ〇」 
「新渡戸稲造〇」「アメリカ・ドイツ・ソ

連が加入していなかった△」 
 



[問題](1学期中間) 
第一次世界大戦後，二度と同じ悲劇を

繰り返さないために，アメリカ大統領が

世界平和と国際協調のための組織をつく

ることを提案した。 
(1) 提案を行ったアメリカ大統領の名前

を答えよ。 
(2) この結果設立された組織の名前を答

えよ。 
(3) (2)の本部はスイスの何という都市に

置かれたか。 
(4) (2)の本部の事務局

次長をつとめた右

図の日本人は誰か。 
 
[解答](1) ウィルソン (2) 国際連盟 

(3) ジュネーブ (4) 新渡戸稲造 



[問題](2学期中間) 
 次の文章中の①～⑦に適語を入れよ。 

1920年，( ① )(国名)の( ② )大統

領の提案にもとづき，世界平和と国際協

調のための( ③ )が誕生した。日本は，

( ④ )，フランス，イタリアとともに

常任理事国となった。(③)の本部は

( ⑤ )(都市名)に置かれた。また，日本

人の( ⑥ )は(③)本部の事務局次長を

つとめた。しかし，(①)自身が議会の反

対で参加しなかったうえ，( ⑦ )やソ

ビエト政府が除外されていた。さらに，

平和を維持するための強制力をもたなか

ったため，世界平和を保つためには力不

足であった。 



[解答]① アメリカ ② ウィルソン 
③ 国際連盟 ④ イギリス 
⑤ ジュネーブ ⑥ 新渡戸稲造 
⑦ ドイツ 
 
 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 国際連盟はどこに本部が置かれたか。

①国名と，②都市名を書け。③また，

その国の位置を右の地図中から選べ。 
(2) 国際連盟を提唱したのは，①何とい

う国の，②何という大統領か。 
(3) 常任理事国の4国をすべて答えよ。 
(4) 国際連盟本部で，事務局次長として

活躍した日本人は誰か。 



(5) 国際連盟が設立された目的を簡潔に

書け。 
(6) 国際連盟は平和維持のために機能し

なかった。その理由を，3 つの国名

と「強制力」という語句を使って説

明せよ。 
 
[解答](1)① スイス ② ジュネーブ 
③ D (2)① アメリカ ② ウィルソン 
(3) イギリス，フランス，イタリア，日

本 (4) 新渡戸稲造 
(5) 世界平和と国際協調のため。 
(6) アメリカ，ドイツ，ソ連が加入して

いなかったことと，平和を維持するため

の強制力を持たなかったから。 
 
 



[問題](入試問題) 
 1920年に，世界平和と国際協調を目指

して国際連盟が設立された。次の資料は，

アメリカ，イギリス，イタリア，ドイツ，

日本，フランスの国際連盟への加盟状況

を示したものである。資料の中のア～エ

には，アメリカ，ドイツ，日本，フラン

スのいずれかが当てはまる。ア～エのう

ち，日本，ドイツに当てはまるものはど

れか。それぞれ1つずつ選び，記号で答

えよ。 

 

 
 
 
 



 
(静岡県) 
 
[解答]日本：イ ドイツ：ウ 
[解説] 
アはフランス，イは日本(日本は最初から

参加していたが，満州事変後に脱退)，ウ

はドイツ(敗戦国のドイツは最初加盟で

きなかったが，後に加盟したが，ナチス

が政権をにぎった後に脱退)，エはアメリ

カである。 
 
 



【】国際協調・民主主義の拡大 

[ワシントン会議] 
[問題](1学期中間) 
アメリカの呼びかけで 1921 年に開か

れた国際会議では，海軍の軍備制限，太

平洋での勢力範囲の現状維持，日英同盟

の廃止，中国の主権や領土を尊重するこ

となどが取り決められた。この会議を何

というか。 
[解答]ワシントン会議 
[解説] 
 
 
 
 
 
 



アメリカは，第一次世界大戦で力を弱め

たヨーロッパ諸国にかわって世界経済の

中心になった。また政治面でも，アジア・

太平洋地域での発言力を強めた。1921
年から 22 年にかけて，アメリカの呼び

かけでワシントン会議が開かれ，海軍の

軍備を制限し(ワシントン海軍軍縮
ぐんしゅく

条

約)，太平洋地域の現状
げんじょう

維持
い じ

と，中国の

独立と領土の保全を確認した。日本は，

ベルサイユ条約で山東省のドイツ権益を

引きついだが，ワシントン会議の結果，

これを中国に返還した。また，この会議

で日英同盟は解消された。やがてドイツ

も国際連盟への加盟を認められるなど，

1920年代は国際協調の時代になった。 
※出題頻度：「ワシントン会議〇」 
「日英同盟の廃止△」 



[問題](2学期中間) 
 1921年，アメリカの呼びかけで国際会

議が開かれた。これについて，次の各問

いに答えよ。 
(1) この会議は何と呼ばれる会議か。 
(2) この会議の内容にあてはまらないも

のを，次のア～エから1つ選べ。 
ア 日英同盟を廃止する。 
イ 中国の独立と領土の保全。 
ウ 海軍の軍備を制限する。 
エ 太平洋地域の現状維持。 
オ 韓国における日本の優越権を認

める。 
 
[解答](1) ワシントン会議 (2) オ 
 
 



[問題](2学期中間改) 
 次の文章中の①～⑥に適語を入れよ

(または，適語を選べ)。 
1921 年に( ① )(国名)の呼びかけで

( ② )会議が開かれた。この会議で，

③(海軍／陸軍)の軍縮条約が結ばれた。

また，(①)・イギリス・フランス・日本

は，太平洋での勢力範囲の現状維持と

( ④ )同盟の廃止を決めた四か国条約

を結んだ。さらに，( ⑤ )の主権を尊

重し，各国の(⑤)での経済活動の自由を

約束した九か国条約も結んだ。こうして，

1920 年代は国際( ⑥ )の時代になっ

た。 
[解答]① アメリカ ② ワシントン 
③ 海軍 ④ 日英 ⑤ 中国 ⑥ 協調 
 



[民主主義の高まり] 
[問題](1学期期末) 
第一次世界大戦後，ドイツでは，満20

歳以上の男女に選挙権を与える普通選挙，

社会権などを定めた憲法が制定された。

この憲法を何というか。 
 
[解答]ワイマール憲法 
[解説] 
 
 
 
 
 
総力戦だった第一次世界大戦では，労働

者は兵士として動員され，また女性も工

場労働などで貢献した。 



このため戦後の欧米諸国では，普通選挙

による議会政治が普及し，女性も多くの

国で職業と選挙権を得て，民主主義の新

たな担い手になった。 
ドイツは 1919 年，ワイマール憲法を基

礎とする共和国になった。この憲法は，

満 20 歳以上の男女の普通選挙，国民主

権のほか，国民が人間らしく生きる権利

(社会権)や労働者が組合を結成する権利

(団結権)を定めており，当時，世界で最

も民主的な憲法であった。しかし，敗戦

による混乱が続き，巨額の賠償
ばいしょう

金
きん

の支払

いのために紙幣を

刷りすぎたために，

極端なインフレー

ションが発生し紙

幣が紙切れ同然に



なってしまった(右図は紙切れ同然にな

った紙幣で遊ぶ子供の写真である)。イギ

リスでは女性に参政権が認められ，1924
年に労働者の支持を受けた労働党が初め

て内閣を組織した。一方，アメリカは総

力戦で消耗したヨーロッパ諸国に代わっ

て発展し，1920年代に世界一の経済力を

持つようになった。 
※出題頻度：「ワイマール憲法〇」 
「満20歳以上の男女の選挙権△」 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 第一次世界大戦後，ドイツでは民主

的な新たな憲法がつくられたが，こ

の憲法を何というか。 
(2) (1)の憲法で選挙権はどのような人に

あたえられたか。 
(3) ドイツでは，

ベルサイユ

条約の結果，

右の資料の

ような出来

事が起こっ

た。その理由としてもっともふさわ

しいものを，次のア～エから選び，

記号で答えよ。 
 



ア 巨額の賠償金の支払いのために，

株価が暴落して紙幣が紙切れ同

然になってしまったから。 
イ 巨額の賠償金の支払いのために，

にせ札が大量に造られたから。 
ウ 巨額の賠償金の支払いのために，

紙幣を刷りすぎたために価値が

暴落して紙幣が紙切れ同然にな

ってしまったから。 
エ 巨額の賠償金の支払いのために，

それまで使われていたマルク紙

幣がユーロ紙幣に交換されてし

まったから。 
 
[解答](1) ワイマール憲法 
(2) 満20歳以上の男女 (3) ウ 
 



[問題](1学期中間) 
 第一次世界大戦後のドイツについて，

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 ワイマール憲法が制定されて，社会

権がはじめて認められた。 
イ 満 20 歳以上の男女の普通選挙が実

現した。 
ウ お札を刷りすぎて，極端なインフレ

ーションが起きた。 
エ 独立を要求する運動が高まった。 
 
[解答]エ 
 



[問題](入試問題) 
次の文章中のXに共通してあてはまる

適切な内容を，下の[  ]の中から 1 つ

選べ。 
ヨーロッパでは，第一次世界大戦前か

ら女性の( X )を求める動きが見られ

た。大戦中には，男性が戦争に動員され

たため労働力が不足し，女性がさかんに

職場へ進出するようになった。これらを

背景に，イギリスでは 1918 年に女性の

(X)が実現した。 
[ 団結権 プライバシーの権利 生命・

身体の自由 参政権 ] 
(青森県) 
 
[解答]参政権 
 



[問題](1学期中間) 
第一次世界大戦後の各国の動きについ

て，次の①～③の文にあてはまる国名を

それぞれ下の[  ]から選べ。 
① ワイマール憲法によって，国民主権

などが定められた。 
② 1920 年代に世界一の経済力を持つ

ようになった。 
③ 1924 年に初の労働党内閣が成立し

た。 
[ スペイン ドイツ フランス 
 イギリス イタリア アメリカ ] 
 
[解答]① ドイツ ② アメリカ 
③ イギリス 

 

 



【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 

http://www.fdtext.com/dp/qanda_k.html
http://www.fdtext.com/dp/seihin.html
mailto:info2@fdtext.com

	【】ベルサイユ条約・国際連盟
	【】国際協調・民主主義の拡大

