
【FdData中間期末：中学歴史：昭和】 
[ファシズム] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[イタリアのファシズム] 
[問題] 
 イタリアは，第一次

世界大戦の戦勝国で

あったが，戦争の被害

が大きく，戦争終結後

も経済が混乱してい

た。ファシスト党を率いた( X )(右図)
は，領土問題や共産主義への国民の不満

をあおりながら，1922年に首相になった。

(X)が主導した，民主主義を否定して，個

人よりも民族や国家を重視する全体主義

の政治運動をファシズムという。 
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また，世界恐慌後に経済が行きづまると，

エチオピアを侵略し，1936年にこれを併

合した。文中のXに適語を入れよ。 
 
[解答]ムッソリーニ 
[解説] 
イタリア

は，第一次

世界大戦

の戦勝国であったが，戦

争の被害が大きく，戦争

終結後も経済が混乱し

ていた。ファシスト党を

率いたムッソリーニは，

領土問題や共産主義への国民の不満をあ

おりながら，1922(大正11)年に首相にな

った。 



ムッソリーニは，国王の支持の下にほか

の政党を禁止して独裁
どくさい

を行い，言論や集

会の自由を制限した。ムッソリーニが主

導した，民主主義を否定して，個人より

も民族や国家を重視する全体主義の政治

運動をファシズムという。また，世界恐

慌後に経済が行きづまると，エチオピア

を侵略
しんりゃく

し，1936(昭和 11)年にこれを

併合
へいごう

した。 
※出題頻度：「ムッソリーニ◎」 
「ファシスト党△」「ファシズム◎」 
「エチオピア〇」 
 



[問題](前期中間) 
 次の各問いに答え

よ。 
(1) 右の資料の人物

は，イタリアで

ファシスト党を

率いていた人物

である。この人物の名前を書け。 
(2) (1)が主導した，民主主義を否定して，

個人よりも民族や国家を重視する全

体主義の政治運動を何というか。 
(3) イタリアが侵略し，1936年に併合し

た国はどこか。 
 
[解答](1) ムッソリーニ 
(2) ファシズム (3) エチオピア 
 



[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
イタリアでは( ① )が( ② )党を

率いて 1922 年に政権をにぎった。世界

恐慌によって経済が行きづまると，アフ

リカの( ③ )を侵略し，1936年にこれ

を併合した。(①)が主導した，( ④ )
主義を否定して，個人よりも民族や国家

を重視する全体主義の政治運動を

( ⑤ )という。 
 
[解答]① ムッソリーニ ② ファシスト 
③ エチオピア ④ 民主 
⑤ ファシズム 
 



[問題](前期中間) 
ファシズムとはどんな政治運動か「民

主主義」「全体主義」の語句を使って簡潔

に説明せよ。 
 
[解答]民主主義を否定して，個人よりも

民族や国家を重視する全体主義の政治運

動。 
 
 
[ドイツのファシズム] 
[問題](1学期中間) 
ドイツで 1933 年に政権をにぎり，ユ

ダヤ人の迫害を行ったナチスの指導者は

誰か。 
 
[解答]ヒトラー 



[解説] 
ドイツは第一次世

界大戦の賠償
ばいしょう

金
きん

の支払いに苦しみ，

物価高がおこって

いたが，世界
せ か い

恐慌
きょうこう

は，

経済をさらに悪化さ

せ，失業者が増大し

た。ヒトラーの率
ひき

い

るナチス(国民社会主義ドイツ労働者党)
は，ベルサイユ条約に対する国民の不満

をあおり，ドイツ民族の優秀さを大衆の

感情に訴えることで国民の支持を集め，

1933年(昭和8年)に政権をにぎった。ヒ

トラーは他の政党を解散させ，ワイマー

ル憲法を停止して独裁を行い，国際
こくさい

連盟
れんめい

を脱退
だったい

して軍備を強化し，さらにユダヤ

人を迫害
はくがい

した。 



※出題頻度：「ヒトラー◎」「ナチス〇」

「ファシズム◎」「ユダヤ人〇」 
 
[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
第一次世界大戦の敗戦国であるドイツ

は，ベルサイユ条約での賠償金が重い負

担になっていた。こうした中で( ① )
の率いるナチスは，ベルサイユ条約の破

棄を主張し，ドイツ民族の優秀さを誇り，

( ② )人を迫害し，自由主義者を攻撃

して大衆の支持を集めた。政権をにぎる

と民主主義を無視し他の政党を解散させ，

ワイマール憲法を停止した。さらに，国

際連盟から脱退した。このように，民主

主義を否定する全体主義の体制を

( ③ )という。 



[解答]① ヒトラー ② ユダヤ 
③ ファシズム 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右 の 写 真 は

1933 年にドイ

ツの首相となっ

た人物である。

人物名を答えよ。 
(2) (1)の人物の説明

として間違っているものを次のア～

エから2つ選び，記号で答えよ。 
ア ファシスト党を率い，ファシズ

ムという独裁体制を築いた。 
イ ユダヤ民族を迫害した。 
ウ ベルサイユ条約を批判し，ドイ

ツ国民の支持を得た。 
エ 軍備を縮小して国民の負担を減

らした。 
オ 政権をにぎるとワイマール憲法

を停止し，さらに，国際連盟か

ら脱退した。 



[解答](1) ヒトラー (2) ア，エ 
 
[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右の資料の人物の名

前を書け。 
(2) (1)の人物が率いた国

民社会主義ドイツ労

働者党の別名をカタ

カナ3字で書け。 
(3) (2)が停止させた憲法は何か。 
(4) 1933 年にドイツが脱退した国際組

織の名前を書け。 
(5) (2)が迫害した民族の名を書け。 
(6) イタリアやドイツで行われた反民主

主義をかかげる全体主義の政治のこ

とを何というか。 



[解答](1) ヒトラー (2) ナチス 
(3) ワイマール憲法 (4) 国際連盟 
(5) ユダヤ人 (6) ファシズム 
 



【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] 

http://www.fdtext.com/dp/sc1/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc2/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc3/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc4/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr1/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr2/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr3/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr4/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr5/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk1/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk2/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk3/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk4/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1b/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1k/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1s/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1t/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2b/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2k/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2s/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2t/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3b/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3k/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3s/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3t/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3z/index.html


【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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