
【FdData中間期末：中学歴史：昭和】 
[世界恐慌と各国の対応] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[世界恐慌] 
[問題](1学期中間) 

1929年，アメリカのニューヨークの株

式市場で株価が暴落したことをきっかけ

に，銀行や工場がつぶれ，農産物の価格

も急落し，失業者が町にあふれた。この

経済的混乱は，アメリカから世界じゅう

に広がったことから何と呼ばれるか。 
 
[解答]世界恐慌 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
アメリカは，第一次世界大戦の被害

ひ が い

を受

けることなく繁栄
はんえい

が続き，世界経済の中

心になっていた。ところが，繁栄の頂点

にあった 1929 年(昭和 4 年)10 月，ニュ

ーヨークの株式
かぶしき

市場
しじょう

で株価
か ぶ か

が暴落
ぼうらく

し，多

くの銀行が倒産
とうさん

して恐慌となった。その

結果，資金を借りられなくなった多くの

企業が倒産し，失業者が増え，このため

物が売れなくなり，それがさらに倒産を

増やすという悪循環が生まれた。 



また，農産物の価格も急落した。アメリ

カは多くの国に資金を貸していたので，

恐慌は世界中に広がり(世界
せ か い

恐慌
きょうこう

)，ほか

の国々にも深刻な不況をもたらした。(ひ
どくにく(1929)い世界恐慌) 
※出題頻度：「1929年△」 
「アメリカのニューヨーク〇」 
「株価の暴落〇」「世界恐慌◎」 
(頻度記号：◎(特に出題頻度が高い)， 
〇(出題頻度が高い)，△(ときどき出題さ

れる)) 
 
 



[問題](前期期末) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 

1929 年，アメリカの( ① )(都市名)
の( ② )式市場で(②)価が暴落し，取り

つけさわぎが起こり，これをきっかけに

銀行や工場が倒産し，農産物の価格も急

落した。工業生産や輸出量が第一次世界

大戦中に比べて 2 分の 1 程度に減少し，

1933 年には 4 人に 1 人が失業した。こ

うした混乱は，アメリカから世界じゅう

に広がり，世界中が不景気になってしま

った。これを( ③ )という。 
 
[解答]① ニューヨーク ② 株 
③ 世界恐慌 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 世界恐慌が始まったのは何年か。 
(2) 世界恐慌が始まったきっかけを，「ニ

ューヨーク」「暴落」という語句を使

って簡潔に説明せよ。 
(3) 不景気になったアメリカではどのよ

うなことが起こったか。次から 2 つ

選べ。 
ア 物価が上昇し，人々は生活に困

った。 
イ 農産物価格が下落し，農民は生

活に困った。 
ウ 企業の倒産や失業者が増えた。 
エ 輸出が増大し，国内では品不足

となった。 
 



[解答](1) 1929 年 (2) ニューヨークの

株式市場で株価が暴落したこと。 
(3) イ，ウ 
[解説] 
(3)一般に不景気のときには，物が売れな

くなるため物価は下がるのでアは誤り。

また，世界的な不況のため輸出は減少し

たのでエは誤り。イとウが正しい。 
 



[ニューディール政策] 
[問題](1学期期末) 

1933 年にアメリカ大統領に就任した

ローズベルトは，農業や工業の生産を調

整して価格を維持する，ダム建設などの

公共事業をおこして失業者に職を与える，

労働組合を保護して労働者の賃金を引き

上げる，などの政策をとった。この政策

を何というか。 
 
[解答]ニューディール政策 
[解説] 
 
 
 
 
 



アメリカでは1933年(昭和8年)にローズ

ベルトが大統領になり，ニューディール

(新規まき直し)政策を実施した。すなわ

ち，①失業者に職を与えるためにダム建

設(テネシー川)などの公共事業を行う，

②労働組合を保護し，労働者の賃金を引

き上げる，③農産物や工業製品の生産量

を調整して価格を維持する，などの政策

を実施した。これにより国民の購買力が

上向き，経済が回復に向かった。その一

方で，自国の産業を優先して保護貿易の

姿勢を強めた。その結果，輸出入は減少

した。 
※出題頻度：「ローズベルト大統領◎」 
「ニューディール政策◎」「公共事業〇」 
「保護貿易△」 
 



[問題](前期期末) 
次の文中の①～③にあてはまる語句を

書け。 
1933 年にアメリカ大統領に就任した

( ① )は，景気を回復させるために

( ② )(新規まき直し)政策を実施し，失

業者に職を与えるためにダム建設などの

( ③ )事業を行った。 
その一方で，アメリカは自国の産業を優

先して保護貿易の姿勢を強めた。 
 
[解答]① ローズベルト 
② ニューディール ③ 公共 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ニューヨークで株が暴落したことが

きっかけとなり，会社がつぶれ，価

格が急落し，失業者があふれた1929
年から始まった世界的な混乱を何と

いうか。 
(2) (1)に対してアメリカがとった一連の

経済政策を何というか。 
(3) (2)の政策を実行したアメリカ大統領

は誰か。 



(4) (2)の政策に当てはまらないものを次

のア～エから1つ選べ。 
ア ダム建設などの公共事業を積極

的に行った。 
イ 農業や工業の生産を調整して価

格を維持する。 
ウ 労働組合を保護し，労働者の賃

金を引き上げた。 
エ 関税を低くするなど自由貿易を

推進した。 
 
[解答](1) 世界恐慌 (2) ニューディー

ル政策 (3) ローズベルト (4) エ 
[解説] 
(4)エが誤り。アメリカは自国の産業を優

先して保護貿易を行った。 
 



[問題](前期期末) 
ニューディール政策の雇用対策につい

て「失業者」「公共事業」という語句を使

って簡潔に説明せよ。 
 
[解答]失業者に職を与えるためにダム建

設などの公共事業を行った。 
 



[問題](1学期期末) 
 世界恐慌とアメリカの対応についての

説明として間違っているものをア～オか

ら1つ選び，記号で答えよ。 
ア 世界恐慌は，1929年にアメリカのニ

ューヨークの株式市場で株価が大暴

落したことをきっかけに始まった。 
イ アメリカはローズベルト大統領の下，

ニューディールと呼ばれる経済政策

を行った。 
ウ アメリカが行った経済政策は，積極

的に公共事業をおこして失業者を助

け，国民の購買力を上向かせたもの

であった。 
エ 農産物や工業製品の生産量を制限し

て価格を調整したり，労働者の賃金

を引き上げたりした。 



オ アメリカは自国の産業を優先して保

護貿易の姿勢を強めた結果，輸出入

は増加した。 
 
[解答]オ 
[解説] 
オが誤り。自国の産業を優先して保護貿

易の姿勢を強めた結果，輸出入は大幅に

減少した。 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～⑧に適語を入れよ。 
 アメリカでは( ① )年から( ② )
大統領が，政府が積極的に経済の回復を

はかった。農作物や工業製品については，

生産量を制限して( ③ )を調整した。

また，ダム建投に代表される( ④ )川
流域の総合開発などで( ⑤ )事業を起

こしたり，労働者の( ⑥ )を引き上げ

た。これらの政策を( ⑦ )政策という。

これにより国民の購買力が上向き，経済

が回復に向かった。その一方で，自国の

産業を優先して( ⑧ )貿易の姿勢を強

めた。その結果，輸出入は減少した。 
[解答]① 1933 ② ローズベルト 
③ 価格 ④ テネシー ⑤ 公共 
⑥ 賃金 ⑦ ニューディール ⑧ 保護 



[ブロック経済] 
[問題] 
 世界恐慌に対して，イギリスやフラン

スは，本国と植民地の間の関係を密接に

して，それ以外の国の商品に対する関税

を高くし，関係の深い国や地域を囲い込

んで，その中だけで経済を成り立たせる

( X )経済の政策をとった。植民地の

少ないイタリア，ドイツ，日本などは，

自らの(X)経済圏を作ろうとして，新たな

領土の獲得を始めた。また，アメリカは

保護貿易の姿勢を強めた。このように，

各国が自国第一の政策を追究したので，

国際協調体制が大きくゆらいだ。文中の

Xに適語を入れよ。 
 
 



[解答]ブロック 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
世界恐慌とその後の不況に対して，イギ

リスは，本国と植民地との関係を密接に

し，オーストラリア・インドなどとの貿

易を拡大する一方，それ以外の国からの

輸入に対する関税を高くした。このよう

に，関係の深い国や地域を囲いこんで，

その中だけで経済を成り立たせる仕組み

をブロック経済という。 



植民地の多いフランスも，同じようにブ

ロック経済を成立させた。他方で植民地

の少ないイタリア・ドイツ・日本などは，

自らのブロック経済を作ろうと，新たな

領土の獲得
かくとく

を始めた。また，アメリカは

自国の産業を優先して保護貿易の姿勢を

強めた。このように各国は，10年ほど続

いた大不況に対して，それぞれ自国第一

の対策を追求したので，国際連盟などに

よってできあがっていた国際
こくさい

協調
きょうちょう

の体

制は大きくゆらいだ。 
※出題頻度：「イギリスとフランス〇」「ブ

ロック経済◎」「関税を高くした〇」 
「イタリア・ドイツ・日本は新たな領土

の獲得△」「国際協調体制が大きくゆらい

だ△」 
 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 世界恐慌を乗り切るためにイギリス

がとった政策を何経済というか。 
(2) (1)は，植民地との貿易をさかんにし，

外国の商品に高い(  )をかけてし

めだす政策である。(  )に適語を入

れよ。 
(3) イギリスとともに(1)の政策をとった

国はどこか。 
 
[解答](1) ブロック経済 (2) 関税 
(3) フランス 
 



[問題](1学期期末) 
 イギリスやフランスが世界恐慌の対策

としておこなったブロック経済の内容を

「関税」の語句を使って簡潔に答えよ。 
 
[解答]植民地との貿易をさかんにし，外

国の商品に高い関税をかけてしめだす政

策。 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 世界恐慌後，ブロック経済を実施し

たヨーロッパの国を2つあげよ。 
(2) ブロック経済は本国と植民地や関係

の深い国との貿易をさかんにする政

策であった。それ以外の国の商品に

はどのような対策をとったか。10字

以内で答えよ。 
(3) (1)の国に対し，植民地が少なかった

ために，自らのブロック経済圏を作

ろうとして，新たな領土の獲得を目

指した国を3つあげよ。 
(4) 第一次世界大戦後，国際連盟が創設

され，世界の国々は軍縮を進めるな

ど，国際協調をはかってきた。ブロ

ック経済などによって，それがどの

ように変化したか。「国際協調」とい

う語句を使って簡単に説明せよ。 



[解答](1) イギリス，フランス 
(2) 関税を高くした。 
(3) イタリア，ドイツ，日本 
(4) 国際協調体制が大きくゆらいだ。 
 
 
[ソ連] 
[問題](1学期期末) 
社会主義をとるソ連は，五か年計画を

推進していたので，世界恐慌の影響を受

けることなく成長をとげ，アメリカに次

ぐ工業国となった。当時のソ連の指導者

は誰か。 
 
[解答]スターリン 
 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当時のソ連ではスターリンを指導者とし

て，五か年計画という独自の経済政策を

進めていたため，世界
せ か い

恐慌
きょうこう

の影響は受け

なかった(右図のように，ソ連の工業生産

は1929年以降ものび続けている)。 



※出題頻度：「スターリン◎」 
「五か年計画〇」「世界恐慌の影響は受け

なかった〇」「グラフでソ連はどれか〇」 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ソ連が世界恐慌の影響を受けなかっ

たのは，1928年から重工業中心の工

業化と農業の集団化を推進してきた

ためである。この政策を何計画とい

うか。 
(2) (1)の政策をおしすすめたソ連の指導

者の名前を答えよ。 



(3) 右の資料は，世界恐慌のころの各国

の工業生産の変化を示したものであ

る。ソ連を表しているグラフを A～
Eから選べ。 

 
[解答](1) 五か年計画 (2) スターリン 
(3) A 
[解説] 
世界恐慌が始まった 1929 年以降も，世

界恐慌の影響を受けず，工業生産がのび

ているAがソ連である。 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 ( ① )主義国である( ② )は
( ③ )の独裁体制のもと，( ④ )とよ

ばれた計画経済により，世界恐慌の影響

を受けることはなかった。右図の

( ⑤ )のように国内生産を増やし，ア

メリカにつぐ工業国になった。 
[解答]① 社会 ② ソ連 ③ スターリ

ン ④ 五か年計画 ⑤ エ 



[問題](3学期) 
ソ連は世界恐慌の影響を受けなかった

が，その理由を「社会主義」「五か年計画」

という語句を使って説明せよ。 
 
[解答]社会主義をとるソ連は，五か年計

画を推進していたから。 

 
 



[問題](1学期期末) 
 次のA～C は世界恐慌後の各国のよう

すである。A～Cにあてはまる国名を

書け。 
A 政府が公共事業をおこしたり，産業

の生産調整を行ったり，失業者の援助

をしたりして，国民の購買力を高めた。 
B 五か年計画などの政策をすすめてい

たので，恐慌の影響をほとんど受けな

かった。 
C 本国とインドなどの植民地との結び

つきを強め，植民地の商品には関税を

安くし，ほかの国の商品には高い関税

をかけた。 
 
[解答]A アメリカ B ソ連 
C 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

