
【FdData中間期末：中学歴史：大正】 
[社会運動と普通選挙法] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[労働運動・農民運動] 
[問題](1学期期末改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
第一次世界大戦中の経済の発展によっ

て労働者が大幅に増加して，労働争議も

しきりに起こった。1920年には日本で最

初の( ① )という集会が開催され，そ

の翌年には労働組合の全国組織として日

本労働総同盟が誕生した。農村でも，小

作料の減額などを求める( ② )がしき

りに起こり，1922年に日本農民組合が結

成され，農民運動を指導した。ロシア革

命の影響で共産主義への関心が急速に広

がると，1922年には日本共産党が，ひそ

かに結成された。 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_re4_4_taishou.pdf
http://www.fdtext.com/dat/pdf_re4_4_taishou.pdf


[解答]① メーデー ② 小作争議 
[解説] 
 
 
 
 
第一次世界大戦中の経済の発展によって

労働者が大幅に増加して，労働
ろうどう

争議
そ う ぎ

もし

きりに起こった。1920年(大正9年)には

日本で最初のメーデーが行われ，その翌

年には労働組合の全国組織として日本
に ほ ん

労働
ろうどう

総同盟
そうどうめい

が誕生した。 
農村でも，小作料の減額などを求める

小作
こ さ く

争議
そ う ぎ

がしきりに起こり，1922年に日

本農民組合が結成され，農民運動を指導

した。 
 



ロシア革命の影響で共産主義への関心が

急速に広がると，1922 年には日本
に ほ ん

共産党
きょうさんとう

が非合法に結成された。 
※出題頻度：「メーデー〇」 
「日本労働総同盟△」「小作争議〇」 
 
 



[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 第一次世界大戦中の経済の発展によ

って労働者が大幅に増加して，労働

争議もしきりに起こった。1920 年，

最低賃金制や 8 時間労働制などを求

めて，労働者の集会が初めて開かれ

た。この集会を何というか。カタカ

ナで答えよ。 
(2) 1921 年に労働組合の全国組織とし

て結成されたものは何か。 
(3) 小作人が地主などに対して起こした

争議を何というか。 
(4) (3)は地主に対して何を求めて起こし

た争議か。 
[解答](1) メーデー (2) 日本労働総同

盟 (3) 小作争議 (4) 小作料の減額 



[部落解放運動] 
[問題](1学期中間) 
差別を受けていた部落の人々が，1922

年に京都で部落解放運動を進めるための

組織を結成し，「全国に散在する部落の

人々よ，団結せよ。われわれが人間を尊

敬することによって，自らを解放しよう

とする運動をおこしたのは当然であ

る。･･･人の世に熱あれ，人間に光あれ。」

という宣言を出した。この組織を何とい

うか。 
[解答]全国水平社 



[解説] 
 
 
 
 
差別からの解放を求めてきた被

ひ

差別
さ べ つ

部落
ぶ ら く

の人々は，1922 年(大正 11 年)に京都で

全国水平社
すいへいしゃ

を結成し，「全国に散在
さんざい

する部

落の人々よ，団結せよ。･･･人の世に熱あ

れ，人間に光あれ。」という水平社宣言
せんげん

を

発表した。 
※出題頻度：「全国水平社◎」 
「人の世に熱あれ，人間に光あれ△」 
 



[問題](1学期中間) 
次は，部落解放を求めて結成された組

織の宣言文の一部である。後の各問いに

答えよ。 
「全国に散在する( ① )の人々よ，

団結せよ。われわれが人間を尊敬するこ

とによって，自らを解放しようとする運

動をおこしたのは当然である。･･･人の世

に熱あれ，人間に( ② )あれ。」 
(1) この組織を何というか。 
(2) 文中の①，②に適語を入れよ。 
 
[解答](1) 全国水平社 (2)① 部落 
② 光 
 



[女性運動の台頭] 
[問題](1学期中間) 
「元始，女性は実に太陽であった。今，

女性は月である。･･･」という宣言を出し

て青鞜社を結成し，1920年には市川房枝

らとともに新婦人協会を結成した人物の

名前を答えよ。 
 
[解答]平塚らいてう 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 



大正時代，女性差別からの解放をめざす

運動もさかんになり，平塚
ひらつか

らいてうを中

心にして青鞜社
せいとうしゃ

という女性だけで構成さ

れた文学団体が結成され，「元始
げ ん し

，女性は

実に太陽であった。今，女性は月であ

る。･･･」という青鞜社の宣言が出された。

平塚らいてうは，1920年(大正9年)に，

市川
いちかわ

房枝
ふ さ え

らとともに新婦人
しんふじん

協会
きょうかい

を設立

し，女性の政治活動の自由，女子高等教

育の拡充，男女共学，母性保護などを求

める運動をくり広げた。 
※出題頻度：「平塚らいてう◎」「青鞜社

△」「太陽△」「月△」「新婦人協会△」 
 



[問題](前期期末) 
 次の資料について，後の各問いに答え

よ。 
( ① )の宣言 
元始，女性は実に( ② )であった。

真正の人であった。今，女性は( ③ )
である。他によって生き，他の光によっ

てかがやく，病人のように青白い顔の

(③)である。わたしたちはかくされてし

まったわが(②)を今や取りもどさなくて

はならない。 
(1) 資料の①には，大正時

代に女性解放のため

に結成された文学団

体の名前が入るが，そ

の名前を答えよ。 
(2) (1)を結成した右の資料の女性は誰か。 



(3) 資料中の②，③に入る語句を次の

[  ]からそれぞれ選べ。 
  [ 人間 月 太陽 ] 
 
[解答](1) 青鞜社 (2) 平塚らいてう 
(3)② 太陽 ③ 月 
 
[関東大震災] 
[問題](前期期末改) 
 1923 年，( X )大震災が起こり，死

者・行方不明者が 11 万人に達した。多

くの死者を出したのは地震によって火事

が発生したためである。この混乱の中で，

「井戸に毒を入れた」「暴動を起こす」な

どのデマが広まり，多くの朝鮮人，中国

人，社会主義者が殺された。文中のXに

適語を入れよ。 



[解答]関東 
 
[解説] 
 
 
 
 
1923年(大正12年)9月1日，関東

かんとう

大震災
だいしんさい

が起こり，死者・行方不明者が 11 万人

に達した。多くの死者を出したのは地震

によって火事が発生したためである。こ

の混乱の中で，「井戸に毒を入れた」「暴

動を起こす」などのデマが広まり，多く

の朝鮮人，中国人，社会主義者が殺され

た。 
※出題頻度：「関東大震災◎」 
 



[問題](1学期期末) 
右 の 資

料は 1923
年9月1日
に起こっ

た大地震の被害の様子である。これにつ

いて，次の各問いに答えよ。 
(1) この震災を何というか。 
(2) この地震で死者・行方不明者が11万

人と多かったのは倒壊で被害を受け

ただけではなく，何が原因で犠牲者

が増えたのか。漢字2字で書け。 
(3) このとき，「井戸に毒を入れた」「暴

動を起こす」などのデマが広まり，

多くの(  )人，中国人，社会主義者

が殺された。(  )に適語を入れよ。 
 



[解答](1) 関東大震災 (2) 火事(火災) 
(3) 朝鮮 
 
 
[普通選挙法の制定] 
[問題](前期中間) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 

1924年，政党勢力は男子普通選挙の実

施などを主張して第二次護憲運動を起こ

し，憲政会の加藤高明内閣が成立した。

この内閣のもとで，1925年，普通選挙法

が成立し，満( ① )以上の( ② )に選

挙権が与えられた。 
 
[解答]① 25 ② 男子 



[解説] 
 
 
 
 
原敬
はらたかし

内閣の後，ふたたび非政党内閣が続

いたが，1924 年(大正 13 年)，政党勢力

は，男子普通選挙の実施などを主張して

第二次護憲運動を起こし，憲政会
けんせいかい

の加藤
か と う

高明
たかあき

内閣が成立した。1925 年(大正 14
年)，加藤高明内閣は，普通

ふ つ う

選挙法
せんきょほう

を成立

させた。普通選挙法は，それまでの納税

額による選挙権の制限を撤廃
てっぱい

したところ

に特徴があり，満 25 歳以上の男子に選

挙権が与えられた。(普選は制限解く符号

(1925)) 
 



加藤内閣以後，1932年に五・一五事件で

犬養
いぬかい

毅
つよし

内閣がたおれるまでの 8 年間，

憲政会
けんせいかい

(後の立憲民政党)と立憲政友会と

が交互に政権を担当した。二大政党の党

首が内閣を組織するこの慣例
かんれい

を，「憲政
けんせい

の

常道
じょうどう

」という。 
※出題頻度：「加藤高明〇」「憲政会△」

「普通選挙法〇」「満25歳以上の男子◎」 
「憲政の常道△」 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1925年，選挙資格における財産上の

制限を撤廃する法律が成立した。何

という法律か。 
(2) (1)の法律によって，選挙権の資格は

どのようになったか。「満～歳以上

の･･･」という形で答えよ。 
(3) (1)の法律が制定されたときの内閣総

理大臣は誰か。 
(4) (3)の内閣総理大臣が所属した政党名

を答えよ。 
 
[解答](1) 普通選挙法 (2) 満 25 歳以上

の男子 (3) 加藤高明 (4) 憲政会 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 右のグラフで，1925年の有権者の割

合は 1919 年に比べると約何倍に増

えているか。整数で答えよ。 
(2) 有権者が増えたのは，どのような

人々に選挙権があたえられるように

なったからか。具体的に書け。 
(3) (2)で有権者が拡大したその法律名を

書け。 



(4) 加藤内閣以後，1932年に五・一五事

件で犬養毅内閣がたおれるまでの 8
年間，憲政会と立憲政友会とが交互

に政権を担当した。二大政党の党首

が内閣を組織するこの慣例を何とい

うか。 
 
[解答](1) 約 4 倍 (2) 満 25 歳以上の男

子 (3) 普通選挙法 (4) 憲政の常道 
 
 
[治安維持法] 
[問題](2学期期末) 
普通選挙法と同時に制定され，共産主

義の取りしまりが強められることになっ

た法律名を書け。 
 



[解答]治安維持法 
[解説] 
普通選挙法の実

施によって共産

主義者が勢力を

のばすことを恐れた政府は，同時に，治安
ち あ ん

維持法
い じ ほ う

を制定して，天皇を中心とする国

の組織や私有財産制度の廃止をめざす共

産主義の取りしまりを強化した。(いく人

殺(1925)した治安維持法) 
※出題頻度：「治安維持法◎」 
「共産主義の取りしまり〇」 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 普通選挙法が成立した同じ年に制定

され，第二次世界大戦直後に廃止さ

れた法律の名称を答えよ。 
(2) (1)の法律が制定された目的を「共産

主義」という語句を使って説明せよ。 
 
[解答](1) 治安維持法 
(2) 共産主義を取りしまるため。 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次のア～エの出来事を古い順に並び替

え，記号で答えよ。 
ア 原敬による政党内閣の発足。 
イ 治安維持法の成立。 
ウ 第一次護憲運動が起きる。 
エ 米騒動が起きる。 
 
[解答]ウ→エ→ア→イ 
[解説] 
ウ(第一次護憲運動1912年) 
→エ(米騒動1918年) 
→ア(原敬内閣発足1918年) 
→イ(治安維持法1925年) 
 

 



【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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