
【FdData中間期末：中学歴史：大正】 
[大正デモクラシー] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[第一次護憲運動] 
[問題](1学期期末) 

1912 年に藩閥の桂太郎が 3 度目の組

閣をすると，議会を無視する態度をとっ

たとして，新聞や知識人などが憲法にも

とづく政治を守ろうとする運動を起こし

た。それを支持する民衆運動も各地で起

こり，桂内閣は退陣した。この運動を何

というか。 
 
[解答]第一次護憲運動 
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[解説] 
日露戦争前後の

日本では，藩閥
はんばつ

・官僚勢力と，

立憲
りっけん

政友会
せいゆうかい

とが交互に政権を担当した。

しかし1912年(大正元年)，立憲政友会の

内閣がたおされ，藩閥の桂
かつら

太郎が首相に

なると，一部の議員や新聞，知識人は，

藩閥をたおし，憲法に基づく政治を守る

ことをスローガンとする運動を起こした

(第一次護憲
ご け ん

運動)。民衆もこれを支持し

て運動が盛り上がったため，桂内閣は

退陣
たいじん

した。 
※出題頻度：「第一次護憲運動◎」 
「桂太郎〇」 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。た

だし，①は人物名である。 
1912年，藩閥勢力の( ① )内閣が議

会を無視する態度をとったとして新聞や

知識人が運動をおこし，それが各地に広

まり，翌年，(①)内閣を退陣させた。こ

れを( ② )運動という。 
 
[解答]① 桂太郎 ② 第一次護憲 
 



[大正デモクラシーの思想] 
[問題](1学期中間) 
大正時代，吉野作造が民本主義を唱え，

美濃部達吉が天皇機関 
説を唱えるなど，デモクラシーが唱えら

れ，自由主義の風潮が高 
まった。このような風潮や動きを何とい

うか。 
 
[解答]大正デモクラシー 
[解説] 

 
 
 
 

 
 



第一次護憲
ご け ん

運

動に始まり，政

党政治の発展

をみた大正時

代は，民主主義

(デモクラシー)が唱
とな

えられ，自由主義の

風潮が高まった時期であった。このよう

な風潮
ふうちょう

を大正デモクラシーという。吉野
よ し の

作造
さくぞう

は民本
みんぽん

主義
し ゅ ぎ

を唱え，男子普通選挙や，

政党が内閣を組織する政党内閣制の実現

を説いた。美濃部
み の べ

達吉
たつきち

は「主権は国家に

あり，天皇は国家の最高機関として憲法

に従って統治する」という天皇
てんのう

機関説
きかんせつ

を

唱えた。 
※出題頻度：「大正デモクラシー◎」 
「吉野作造◎」「民本主義◎」 
「美濃部達吉△」「天皇機関説△」 



[問題](1学期中間) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
大正時代は，( ① )がとなえられ，

自由主義の風潮が高まった時期であった

が，このような風潮を大正(①)という。

( ② )(人物名)は普通選挙によって民

意を政治に反映させるべきとする

( ③ )主義を唱え，美濃部達吉は「主

権は国家にあり，天皇は国家の最高機関

として憲法に従って統治する」という天

皇機関説を唱えた。 
 
[解答]① デモクラシー ② 吉野作造 
③ 民本 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 普通選挙や政党

政治をめざした

大正時代の風潮

を何というか。 
(2) 右の資料の人物

名を答えよ。 
(3) (2)の人物は男子普通選挙によって民

意を反映させることなどを主張した。

これを何主義というか。 
(4) 「主権は国家にあり，天皇は国家の

最高機関として憲法に従って統治す

る」という学説を何というか。 
(5) (4)の学説を唱えた人物は誰か。 



[解答](1) 大正デモクラシー 
(2) 吉野作造 (3) 民本主義 
(4) 天皇機関説 (5) 美濃部達吉 
 
[大戦景気] 
[問題] 
第一次世界大戦によって，ヨーロッパ

各国の輸出が減少したため，綿織物など

の日本製品の輸出先がアジア，アフリカ

に広がり，連合国への武器などの輸出も

急増し，貿易は輸出超過になった。また，

欧米からの輸入がとだえたため重化学工

業が発展し，工業生産額は農業生産額を

大幅に上回るようになり，工業国として

の基礎が築かれた。また，にわかに巨額

の利益をあげた成金と呼ばれる人々が生

まれた。このような好景気を何というか。 



[解答]大戦景気 
 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1914年(大正3年)に第一次世界大戦が始

まると，ヨーロッパ各国からアジアやア

フリカなどへの輸出が減少したため，綿

織物などの日本製品の輸出先がアジア，

アフリカに広がり，連合国への武器など

の輸出も急増した。これによって，日本

の輸出が急増して輸入を上回る貿易黒字

になり，好景気
こうけいき

になった(大戦
たいせん

景気
け い き

)。 
また，欧米からの輸入がとだえたため国

内の重化学工業が発展し，工業国として

の基礎が築かれた。第一次世界大戦が始

まった 1914 年には，工業生産額は農業

生産額とほぼ等しかったが，大戦景気に

より，工業生産額は農業生産額を大幅に

上回るようになった。 



また，造船・海運・鉄

鋼業などで，にわかに

巨額の利益をあげた

成金
なりきん

と呼ばれる人々

が生まれた。しかし，

戦争が終わってヨー

ロッパ各国がアジア市場にもどってくる

と，輸出は減少に転じた。 
※出題頻度：「大戦景気△」 
「輸出が急増して輸入を上回る△」 
「欧米からの輸入がとだえたため重化学

工業が発達△」「成金△」 
「工業生産額が農業生産額を上回る△」 
 



[問題](1学期中間) 
第一次世界大戦中，日本は好景気をむ

かえた。これについて，間違った説明を

次のア～エから1つ選べ。 
ア 連合国への武器などの輸出が急増し

た。 
イ 戦場となったヨーロッパにかわって

アジア，アフリカ地域への輸出が増

えたため，輸出額が輸入額を上回っ

た。 
ウ 工業生産高は大きくなったが，まだ

農業生産高を越えることはなかった。 
エ 重化学工業が発展し，工業国として

の基礎が築かれた。 
 
[解答]ウ 
 



[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ

(または，適語を選べ)。 
第一次世界大戦中，日本では①(輸出額

／輸入額)が②(輸出額／輸入額)を上回り，

③(好景気／不景気)となった。欧米から

の輸入がとだえたため日本国内の

( ④ )工業が発展し，工業国としての

基礎が築かれた。また，造船・海運・鉄

鋼業などでにわかに巨額の利益をあげた

( ⑤ )と呼ばれる人々が生まれた。 
 
[解答]① 輸出額 ② 輸入額 
③ 好景気 ④ 重化学 ⑤ 成金 
 



[米騒動] 
[問題](3学期) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 

1918年に，( ① )
出兵を見こして商人

たちが米を買い占め

た結果，米の値段が大

幅に上がったため，米の安売りを求める

騒動が富山県でおこり，全国に広がった。

これを( ② )という。 
 
[解答]① シベリア ② 米騒動 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
1918年(大正7年)，シ
ベリア出兵

しゅっぺい

を見こし

た米の買い占めによ

って，米は大幅な値上

がりを続けた。富山県
とやまけん

の漁村の主婦たち

が，米の県外への積み出しを実力で止め，

安売りを求める事件が起きた。 
新聞でこれが報道されると，全国各地で

米の安売りを求めて民衆が集まり，米

屋・金貸し・大商店におしかけるなどは

げしい行動を起こした。 



これを米
こめ

騒動
そうどう

という。(行く人は(1918)
やる米騒動) 
※出題頻度：「米騒動◎」 
「富山県(地図)△」 
「シベリア出兵を見こした米の買い占め

によって，米の値段がおおはばに上がっ

たため◎」 
 
 



[問題](1学期期末) 
次の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 1918年に起こった，米の安売りを求

めて民衆が米屋などをおそった騒動

を何というか。 
(2) (1)は最初，どこで発生したか。①都

道府県名を答えよ。②また，その位

置を上の地図中のア～エから選べ。 
(3) (1)の原因を「シベリア」「買い占め」

の2語を用いて説明せよ。 
 



[解答](1) 米騒動 (2)① 富山県 
② イ (2) シベリア出兵を見こした米

の買い占めによって，米の値段が大幅に

上がったため。 
 
 
[本格的政党内閣の成立] 
[問題](1学期中間) 
米騒動の後，立憲政友会の本格的な政

党内閣が成立したが， 
平民宰相といわれた右の写真の首相は誰

か。 
 
[解答]原敬 



[解説] 
 
 
 
 
1918年(大正7年)の米

こめ

騒動
そうどう

の結果，藩閥

の寺内
てらうち

正毅
まさたけ

内閣が倒れて，同年，立憲
りっけん

政友会
せいゆうかい

の原敬
はらたかし

を首相とする最初の本格

的政党内閣ができた。本格的な政党内閣

といわれるのは，大部分の大臣を衆議院

の第一党である立憲政友会の党員が占め

ていたからである。原敬は「平民
へいみん

宰相
さいしょう

」

として国民の人気が高かったが，普通選

挙は時期
じ き

尚早
しょうそう

として，選挙権の納税条件

を引き下げただけであった。 



※出題頻度：「原敬◎」「立憲政友会〇」

「最初の本格的な政党内閣〇」 
「大部分の大臣を衆議院の第一党である

立憲政友会の党員が占めていたから△」 
 
 
[問題](1学期期末) 
 次の文中の①～③に適語を入れよ。 
 1918 年に起こった米の安売りを求め

る米騒動により寺内正毅内閣が退陣する

と，衆議院第一党の( ① )総裁の

( ② )を首相とし，陸軍，海軍，外務

の 3 大臣以外はすべて(①)の党員で組織

する，本格的な( ③ )内閣が成立した。 
 
[解答]① 立憲政友会 ② 原敬 
③ 政党 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1918 年に起こった米の安売りを求

めて起きた騒動を何というか。 
(2) (1)の後に成立した内閣の首相の名前

を答えよ。 
(3) (2)の人物が所属した政党名を答えよ。 
(4) (2)の内閣は，外務，陸軍，海軍以外

の大臣を，衆議院の第一党である(3)
の党員が占めていたことから，最初

の本格的な(  )内閣と評されてい

る。(  )に適語を入れよ。 
(5) (2)の人物は歴代の総理大臣と違う身

分の人物であったため，国民から「○

○宰相」と呼ばれていた。何と呼ば

れていたか。 
 



[解答](1) 米騒動 (2) 原敬 
(3) 立憲政友会 (4) 政党 
(5) 平民宰相 
 



[問題](入試問題) 
米騒動の直後，原敬を首相とする初の

本格的な政党内閣が誕生した。原敬を首

相とする内閣が，本格的な政党内閣とよ

ばれる理由は何か，資料 1 および資料 2
から読み取れることをもとに，書け。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(三重県) 
 
[解答]内閣を構成する大臣のうち，外務，

陸軍，海軍以外の大臣を，衆議院の第一

党である立憲政友会の党員が占めている

から。 
 

 



【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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