
【FdData中間期末：中学歴史：昭和】 
[満州事変～二・二六事件] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
  

[金融恐慌→世界恐慌→昭和恐慌] 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 関東大震災で経済が大きな打撃を受

け，その後の混乱から，1927年に取

りつけさわぎが起こり，多くの銀行

が休業，倒産する恐慌に見舞われた。

この恐慌を何恐慌というか。 
(2) 生糸の最大の輸出先であるアメリカ

で 1929 年に始まった世界恐慌によ

って，日本の経済も大きな打撃を受

け，深刻な不況におそわれた。これ

を何恐慌というか。 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_re4_5_shouwa.pdf
http://www.fdtext.com/dat/pdf_re4_5_shouwa.pdf


[解答](1) 金融恐慌 (2) 昭和恐慌 
[解説] 
 
 
 
 
日本では，1923 年(大正 12 年)の関東

かんとう

大震災
だいしんさい

で経済が大きな打撃を受け，その

後の混乱から，1927年(昭和2年)，銀行

が信用を失い人々がいっせいに預金を引

き出そうとする取りつけさわぎが起こっ

て，多くの銀行が休業，倒産する金融
きんゆう

恐慌
きょうこう

に見舞われた。 
さらに，生糸の最大の輸出先であるアメ

リカで1929年(昭和4年)に始まった世界
せ か い

恐慌
きょうこう

によって，生糸の輸出が激減するな

ど，日本の経済も大きな打撃を受け，深刻
しんこく



E不況E

ふきょう

Aにおそわれた(AE昭和E

しょうわ

AA E恐慌 E

きょうこう

A)。農村で

は，まゆをはじめとする農産物の価格がA

E暴落E

ぼうらく

Aしたり，都市で失業した人々がもど

ってきたりしたため，生活は苦しくなっ

た。A E大凶作E

だいきょうさく

AにAE見舞E

み ま

Aわれた東北地方と北海

道ではききんが起こった。A E欠食 E

けっしょく

AAE児童E

じ ど う

A，娘

の身売りなどの社会現象がみられた。こ

うした中，AE労働E

ろうどう

AAE争議E

そ う ぎ

A，AE小作E

こ さ く

AAE争議E

そ う ぎ

Aが激しさ

を増し，経済を支配していたAE財閥E

ざいばつ

Aへの批

判が強まった。さらに，財閥と結び付い

てAE汚職E

おしょく

AやAE政争E

せいそう

Aをくり返す政党への不信も

高まった。 

な

※出題頻度：「金融恐慌△」「昭和恐慌△」 
 



[問題](1学期期末) 
 次のA～Dのできごとを古い順に並び

替えよ。 
A 関東地方を中心に関東大震災が起き，

大きな被害を受ける。 
B 日本経済が深刻な不況となる昭和恐

慌が始まった。 
C ニューヨークの市場の株価が大暴落

し世界恐慌が始まった。 
D 日本で銀行の休業や倒産があいつぐ

金融恐慌がおこった。 
 
[解答]A→D→C→B 



[問題](1学期中間) 
世界恐慌時の日本経済にあてはまらな

いものを，次のア～オから1つ選べ。 
ア 生糸の最大の輸出先であるアメリカ

での恐慌は，日本経済にも大きな打

撃を与えた。 
イ 農村では農作物の価格が暴落し，都

市で失業した人々がもどってきたた

め，生活は苦しくなった。 
ウ 労働争議や小作争議が多発した。 
エ 欠食児童，娘の身売りなどの社会現 
  象がみられた。 
オ アメリカからの輸入がとだえたため，

国内で重化学工業が発達した。 
 
[解答]オ 
 



[難航する外交] 
[問題] 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 日本などの列強が持つ権益の回収を唱

える蔣介石に対し，危機感をいだいた関

東軍は，満州の直接支配を目指して，

1928 年に満州の軍閥だった( ① )を
爆殺した。浜口雄幸内閣は，中国全土を

ほぼ統一した国民政府との関係改善を図

る一方で，軍備を縮小して国民の負担を

減らすため，イギリスやアメリカなどと

協調して，1930年に( ② )海軍軍縮条

約を結んだ。しかし，一部の軍人や国家

主義者などはこれを激しく攻撃した。首

相の浜口雄幸は，右翼の一青年に狙撃さ

れて重傷を負い，退陣に追い込まれた。 
 



[解答]① 張作霖 ② ロンドン 
[解説] 
 
 
 
 
 
各地のAE軍閥E

ぐんばつ

Aによってばらばらに支配され

ていた中国では，孫文の死後，A E 蔣 E

しょう

AAE介石E

かいせき

Aが

国民党の指導者となって国内の統一を進

め，1927年，それまで協力していた中国

共産党をAE弾圧E

だんあつ

Aしたうえで，AE南京E

なんきん

Aに国民政

府を作った。国民政府は共産党と内戦を

行う一方，民族運動の高まりを背景に，

日本などの列強が持つ権益の回収を唱え

た。国民政府軍が北京に近づくと，危機

感をいだいた関東軍は，満州の直接支配

を目指して，1928年に満州の軍閥だったA



E張作霖 E

ちょうさくりん

Aを爆殺した。しかし，張作霖の後

継者のA E 張学良 E

ちょうがくりょう

Aは日本に対抗するために

蔣介石のAE傘下E

さ ん か

Aに入ったので，関東軍のね

らいとは逆に，国民政府の支配が満州に

およぶ結果になった。 
立憲民政党のAE浜口E

はまぐち

AAE雄E

お

AAE幸E

さち

A内閣は，中国全土

をほぼ統一した国民政府との関係改善を

図る一方で，軍備を縮小して国民の負担

を減らすため，イギリスやアメリカなど

と協調して，1930 年にロンドンA E海軍E

かいぐん

AA

E軍縮 E

ぐんしゅく

AA E条約 E

じょうやく

Aを結んだ。しかし，一部の軍

人や国家主義者，そして野党の一部(AE犬養E

いぬかい

AA E 毅 E

つよし

AはA E統帥権E

とうすいけん

AのA E干犯E

かんぱん

Aであるとして浜口内

閣を追求した)はこれを激しく攻撃した。

首相のAE浜口E

はまぐち

AAE雄幸E

お さ ち

Aは，AE右翼E

う よ く

Aの一青年にAE狙撃E

そ げ き

A

されて重傷を負い，AE退陣E

たいじん

Aに追い込まれた。 
※出題頻度：「蔣介石△」「張作霖△」「ロ

ンドン海軍軍縮会議△」「浜口雄幸△」 



[問題](後期中間改) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 南京に国民政府を作り，各地の軍閥

によってばらばらに支配されていた

中国の統一を進め，日本などの列強

が持っていた権益の回収を唱えた国

民党の指導者は誰か。 
(2) (1)の権益回収の動きに危機感をいだ

いた関東軍は，満州の直接支配を目

指して，1928年に満州のある軍閥を

爆殺した。その軍閥の名前を答えよ。 
(3) 日本は，1930年に軍縮会議に参加し，

何という軍縮条約に調印したか。 
(4) (3)の条約を結んだときの日本の首相

の名前を答えよ。 
[解答](1) 蔣介石 (2) 張作霖 (3) ロン

ドン海軍軍縮条約 (4) 浜口雄幸 



[満州事変] 
[問題](1学期期末改) 
 次の文章

中の①，②に

適語を入れ

よ。 
1931 年，

関東軍は奉

天郊外の柳条湖で満鉄の線路を爆破し，

これを中国軍のしわざであるとして軍事

行動を起こし，満州全土を占領した。こ

の事変を( ① )という。関東軍はさら

に，1932年に清朝最後の皇帝溥儀を元首

とする( ② )(右の地図中の X の国)を
つくった。 
 
[解答]① 満州事変 ② 満州国 



[解説] 

中国では A E 蔣 E

しょう

AA

E介石E

かいせき

Aの率いる

中国国民党がA

E南京E

なんきん

Aに国民政

府をAE樹立E

じゅりつ

Aし，中

国の統一を進

めていき，満州における日本のAE権益E

けんえき

Aを回

収することを表明した。これに危機感を

持った日本の軍部や国家主義者などは，

｢満州は日本の生命線である｣と主張した。 
 



A E満州 E

まんしゅう

AA E 駐留 E

ちゅうりゅう

AのAE関東軍E

かんとうぐん

Aは，1931年(昭和6
年)，A E奉天E

ほうてん

AA E郊外E

こうがい

AのA E 柳 E

りゅう

AA E 条 E

じょう

AA E湖E

こ

AでA E満鉄E

まんてつ

A(南満州

鉄道)の線路をAE爆破E

ば く は

Aし，これを中国軍のし

わざであるとしてA E満州 E

まんしゅう

AAE事変E

じ へ ん

Aを起こし，満

州全土を占領した。(いくさ人(1931)満州

事変に勇みたち) さらに，関東軍は，

1932年に，清朝最後の皇帝AE溥儀E

ふ ぎ

AをAE元首E

げんしゅ

Aと

するA E満州 E

まんしゅう

AAE国E

こく

Aをつくった。 
※出題頻度：「柳条湖(地図)△」 
「満州事変◎」「満州国(地図)◎」 
「溥儀△」 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1931年，関東軍が奉天郊外の柳条湖

で満鉄の線路を爆破したことをきっ

かけに満州を占領したことを何とい

うか。 
(2) (1)の翌年，軍部は清朝最後の皇帝を

元首とする国を建国した。①その国

名を書け。②また，その場所を地図

中のア～エから1つ選べ。 
(3) (2)の清朝最後の皇帝の名前を答えよ。 
 
[解答](1) 満州事変 (2)① 満州国 
② ア (3) 溥儀 
 



[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～⑧に適語を入れよ。 
中国では蔣

介石の率いる

国民党が中国

の統一を進め，

満州における

日本の権益を

回収することを表明した。これに危機感

を持った( ① )軍(現地の日本軍)は
1931 年，( ② )湖(右の地図中の

( ③ ))で( ④ )鉄道を爆破し，これ

を中国軍のしわざであるとして( ⑤ )
事変を起こし，満州全土を占領した。翌

1932年に，中国の( ⑥ )朝最後の皇帝

の( ⑦ )を元首とする( ⑧ )国をつ

くった。 



[解答]① 関東 ② 柳条 ③ イ 
④ 南満州 ⑤ 満州 ⑥ 清 ⑦ 溥儀 
⑧ 満州 

 
[五・一五事件] 
[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
関東軍は満州事変を

起こして，満州国を勝手

に建国した。若槻内閣に

かわった( ① )(右の

写真)内閣は，満州国の

承認に反対する方針をとった。これに対

し，1932年，海軍将校の一団が(①)首相

を殺害する事件を起こした。この事件を

( ② )という。これによって 8 年間続

いた政党内閣の時代が終わった。 



[解答]① 犬養毅 ② 五・一五事件 
[解説] 
 
 
 
 
A E若槻E

わかつき

A内閣にかわった A E犬養E

いぬかい

AA

E 毅 E

つよし

A内閣は，満州国のA E承認 E

しょうにん

A

に反対する方針をとったが，

これに対し，1932年(昭和7
年)5月15日，海軍将校の 
一団が犬養毅首相を殺害した。この事件

をA E五E

ご

A・A E一五E

い ち ご

AA E事件E

じ け ん

Aという(いくさに(1932)
反対犬養毅)。これによって，政党内閣の

時代が終わり，軍人が首相になることが

多くなった。 
※出題頻度：「五・一五事件◎」「犬養毅

◎」「政党内閣の時代が終わった〇」 



[問題](1学期中間) 
右の新聞記

事は，1932 年

に起きた事件

を報じたもの

である。次の各

問いに答えよ。 
(1) この事件

は何と呼ばれるか。 
(2) (1)の事件で暗殺された右の写真の首

相は誰か。 
(3) (2)の人物が暗殺された理由を，何に

ついて軍部と対立していたかを考え

て，簡潔に書け。 
(4) (1)の事件は日本の政治にどのような

影響を及ぼしたか説明せよ。 
 



[解答](1) 五・一五事件 (2) 犬養毅 
(3) 満州国の承認に反対したから。 
(4) 政党内閣の時代が終わった。 
 
 
[国際連盟を脱退] 
[問題](前期中間) 
満州事変と満州国の建国は各国の反発

を招き，中国からの訴えで国際連盟はリ

ットン調査団を派遣して調査を行い，

1933年，総会で満州国を認めず，日本軍

の撤兵を求める勧告を採択した。これに

対して日本はどのような行動をとったか。 
 
[解答]国際連盟を脱退した。 



[解説] 
 
 
 
 
満州事変はアメリカを中心に各国の反発

をAE招E

まね

Aき，中国からの訴えでAE国際E

こくさい

AAE連盟E

れんめい

Aはリ

ットンA E調査団E

ちょうさだん

AをA E派遣E

は け ん

Aして調査を行い，

1933年(昭和8年)，総会で満州国を認め

ず，日本軍のAE撤兵E

てっぺい

Aを求めるAE勧告E

かんこく

AをAE採択E

さいたく

Aし

た。これに反発した日本は国際連盟をA

E脱退E

だったい

Aし，国際的にAE孤立E

こ り つ

Aすることになった。

(国際連盟引くサッサ(1933)) 
※出題頻度：「リットン調査団△」 
「国際連盟は満州国を認めず日本軍の撤

兵を要求〇」「国際連盟を脱退〇」 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 満州事変と

満州国建国

後，国際連盟

は中国側の

要請にもと

づき右図の調査団を派遣したが，そ

の団長の名前を答えよ。 
(2) (1)の調査団を派遣して調査を行い，

総会で満州国の不承認ともう 1 つ何

の勧告を採択したか。 
(3) (2)に対して日本はどのような行動を

とったか。 
 
[解答](1) リットン (2) 日本軍の撤兵 
(3) 国際連盟を脱退した。 



[問題](1学期期末) 
 次のア～エのうち適切でない文を1つ

記号で選べ。 
ア 満州の主要地域を占領した関東軍は，

清朝の最後の皇帝であった薄儀を執

政とする満州国を建国した。 
イ 国際連盟は，中国の訴えによってリ

ットン調査団を派遣し，満州国を認

めず日本軍の撤兵を求める勧告を採

択した。 
ウ 関東軍が北京郊外の盧溝橋で爆破事

件を起こした。 
エ 1933 年に日本は国際連盟を脱退し，

国際的に孤立していった。 
[解答]ウ 
[解説] 
ウの盧溝橋事件は日中戦争の発端である。 



[問題](後期中間) 
 次の資料について，後の各問いに答え

よ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 資料の新聞記事は，どのようなこと

を報じているか。「日本が～したこ

と」という形で答えよ。 
(2) 日本が(1)の行動をとったのは，国際

連盟からある勧告を受けたためであ

る。勧告された内容を，「満州国」「撤

兵」という語句を使って書け。 



[解答](1) 日本が国際連盟を脱退したこ

と。 (2) 満州国を認めず，日本軍の撤

兵を求めた。 
 
 
[二・二六事件] 
[問題](2学期期末) 
 1936年，陸軍の青年将校が首相官邸や

警視庁を襲撃する( X )事件が起こっ

たが，これ以降，軍部は政治的な発言力

を強めていった。文中のXに適語を入れ

よ。 
 
[解答]二・二六 



[解説] 
 
 
 
 
 
1936年(昭和11年)2月26日，陸軍の一

部の青年将校が首相AE官邸E

かんてい

AやAE警視庁E

けいしちょう

AなどをA

E襲撃 E

しゅうげき

Aする二・二六事件を起こした。これ

以降，軍部は政治的発言権を強めていっ

た。(二・二六ひどく寒い(1936)日におこ

る) 
※出題頻度：「二・二六事件◎」 
「軍部は政治的な発言力を強めていった

△」 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右の資料は，

1936 年に東京

を占拠した反乱

軍の将兵らに配

布されたビラで

ある。この事件

を何というか。 
(2) (1)について正し

く述べているものを，次のア～エか

ら1つ選べ。 
ア 陸軍の青年将校が首相官邸を襲

撃し，犬養毅首相を暗殺した。 
イ 海軍将校の一団が首相官邸や警

視庁を襲撃した。 
 



ウ 陸軍の青年将校が首相官邸や警

視庁を襲撃した。 
エ 海軍将校の一団が首相官邸を襲

撃し，犬養毅首相を暗殺した。 
(3) 五・一五事件や(1)の事件のあと，日

本の政治はどのようになっていった

か。「政治的な発言力」という語句を

使って簡潔に説明せよ。 
 
[解答](1) 二・二六事件 (2) ウ 
(3) 軍部が政治的な発言力を強めていっ

た。 
 



[問題](前期期末) 
次の[  ]のできごとを古い順に並べ

よ。 
[ 五・一五事件 満州事変 
 二・二六事件 世界恐慌 
 満州国建国 国際連盟脱退 ] 
 
[解答]世界恐慌→満州事変→満州国建国

→五・一五事件→国際連盟脱退→二・二

六事件 
 



【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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