
【FdData中間期末：中学歴史：昭和】 
[日中戦争と戦時体制] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[日中戦争の勃発] 
[問題] 
右の a で 1937

年に起きた武力衝

突がきっかけで日

中戦争が始まった。

戦火は華中にも拡

大し日本軍は中国の首都南京を占領した。 
aの地名を答えよ。 
 
[解答]廬溝橋 
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[解説] 
満州を支配下に置

いた日本は，さら

に中国北部に侵入

した。1937 年(昭
和 12 年)，北京

ぺ き ん

郊外
こうがい

の盧
ろ

溝
こう

橋
きょう

で日本軍が中国軍と衝突し，

日中
にっちゅう

戦争
せんそう

が始まった(盧溝橋事件)(いく

さ長(1937)びく日中戦争)。戦火は華
か

北
ほく

か

ら華中
かちゅう

に拡大し日本軍は中国の首都南京
なんきん

を占領した。その中で，多数の中国人を

殺害する南京事件が起きた。 
※出題頻度：「廬溝橋(地図)◎」 
「日中戦争〇」「南京事件(地図)△」 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1937 年に起こ

った日中の武力

衝突事件を何と

いうか。 
(2) (1)の起きた場所

を右の地図中のa～cから選べ。 
(3) (1)をきっかけにして始まった戦争を

何というか。 
 
[解答](1) 盧溝橋事件 (2) c 
(3) 日中戦争 

 



[問題](2学期期末) 
次の各問い

に答えよ。 
(1) 盧溝橋で

起きた軍

事衝突か

ら始まっ

た戦争を

何というか。 
(2) 盧溝橋の位置を右の地図中の a～d

から1つ選べ。 
(3) (1)の戦争が始まった年を答えよ。 
(4) 日本軍は，当時の中国の首都を占領

した。①その都市を地図中の a～d
から選べ。②また，この都市で多数

の中国人を殺害したできごとを何と

いうか。 



[解答](1) 日中戦争 (2) a (3) 1937年 
(4)① c ② 南京事件 
 
 
[抗日民族統一戦線の結成] 
[問題](1学期中間) 
日中戦争が始まる

と，対立関係にあっ

た，右図の蔣介石が

率いる国民党と，毛

沢東が率いる共産党が協力して日本に対

抗するために結成したものは何か。 

 
[解答]抗日民族統一戦線 



[解説] 
 
 
 
 
 
中国では，国民政府

(国民党)と共産党と

の内戦が行われてい

たが，抗日運動が盛

り上がる中，毛沢東
もうたくとう

が率いる共産党は，蔣
しょう

介石
かいせき

が指導する国

民党に協力を呼びかけ，1936(昭和 11)
年に内戦を停止した。 
1937年に日中戦争が始まると，国民党と

共産党は共同して日本軍と戦うために手

を結んで，抗日
こうにち

民族
みんぞく

統一
とういつ

戦線
せんせん

を結成した。 
※出題頻度：「共産党の毛沢東◎」「国民

政府の蔣介石〇」「抗日民族統一戦線◎」 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 日中戦争が始まると，中国では国民

党と共産党が手を結んで日本に対抗

する協力体制ができたが，これを何

というか。 
(2) (1)が結成されたときの国民党と共産

党の指導者の名前を漢字で答えよ。

また，この 2 人は写真のうちのどち

らか。それぞれA，Bで答えよ。 
[解答](1) 抗日民族統一戦線 (2)国民

党：蔣介石，A 共産党：毛沢東，B 



[問題](後期中間) 
次の文章中の①～⑥に適語を入れよ。 

 1937年，北京郊外の( ① )で日中両

国軍の武力衝突がおこり，( ② )戦争

が始まった。このころ，中国では，国民

党の( ③ )と( ④ )党の( ⑤ )とが

対立し内戦が続いていたが，協力して日

本に対抗するために( ⑥ )を結成した。

これにより，日本と中国が総力をあげて

戦う全面戦争となった。 
 
[解答]① 盧溝橋 ② 日中 ③ 蔣介石 
④ 共産 ⑤ 毛沢東 
⑥ 抗日民族統一戦線 

 



[強まる戦時体制] 
[問題] 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 日中戦争が長引く中で，1938年に，国

の産業や経済，国民の生活のすべてにわ

たって，戦争に動員できる権限を政府に

与える( ① )法が制定された。砂糖，

マッチ，木炭，綿製品などが切符制とな

り，米も配給制となった。戦時中の標語

には，「欲しがりません勝つまでは」など

がある。また，町内会の下に約 10 戸を

単位とする隣組が作られた。1940年には，

近衛文麿が「挙国一致」の体制をつくる

運動を始め，ほとんどの政党や団体は解

散し，( ② )会に合流した。 
 
[解答]① 国家総動員 ② 大政翼賛 



[解説] 
 
 
 
 
日中戦争が長引くにつれて，政府は国民

を戦争に動員する「戦時体制」を強めて

いった。1938年には近衛
こ の え

文
ふみ

麿
まろ

内閣が国家
こ っ か

総動員法
そうどういんほう

を公布し，国の産業や経済から，

国民の生活のすべてにわたって，戦争に

動員できる権限を持った。 
軍
ぐん

需品
じゅひん

の生産が優先されたため，生活

必需品
ひつじゅひん

の生産が圧迫を受け，砂糖，マッ

チ，衣類などが切符制
きっぷせい

となり，米も

配給制
はいきゅうせい

となった。 



戦時中の標語
ひょうご

には，「欲しがりません勝つ

までは」「ぜいたくは敵だ」「ガソリンの

一滴は血の一滴」などがある。住民を相

互に監視させる目的で，町内会の下に約

10 戸を単位とする隣組
となりぐみ

が作られた。

1940年には，近衛文麿が「挙国一致」の

体制をつくる運動を始め，ほとんどの政

党や団体は解散し，大政
たいせい

翼賛会
よくさんかい

に合流し

た。 
※出題頻度：「近衛文麿△」 
「国家総動員法◎」「米は配給制△」 
「隣組△」「大政翼賛会◎」 
 



[問題](1学期期末) 
 日中戦争後の日本について，次の各問

いに答えよ。 
(1) 国民や物資などを，議会の承認なし

に戦争に動員できると定めた法律を

何というか。 
(2) 配給制となった生活必需品を 1 つあ

げよ。 
(3) 情報伝達や相互監視のため，町内会

の下につくられた組織は何か。 
(4) 政党が解散して，1 つにまとまった

組織を何というか。 
 
[解答](1) 国家総動員法 (2) 米 
(3) 隣組 (4) 大政翼賛会 
 
 



[問題](3学期) 
 日中戦争後の日本のようすとしてあて

はまらないものを次のア～エから1つ選

び，記号で答えよ。 
ア 「ぜいたくは敵だ」など戦争への協

力を呼びかける，多くの標語がかか

げられた。 
イ 米は配給制に，砂糖やマッチは切符

制になった。 
ウ 住民を相互に監視させる目的で，町

内会の下に隣組がつくられた。 
エ 東条英機内閣のとき国家総動員法が

つくられた。 
オ 挙国一致の政治体制をめざし，大政

翼賛会がつくられた。 
 
[解答]エ 



[解説] 
エが誤り。国家総動員法は近衛文麿内閣

のときに出された法律である。東条英機

は太平洋開戦時の首相である。 
 
 
[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 日中戦争が長期化する中で，戦争へ

の協力体制を日本は整えたが，この

ような体制を何というか。 
(2) 国の産業や経済から国民の生活のす

べてにわたって，戦争に動員できる

権限を政府に与える法律が 1938 年

に制定された。①この法律の名前を

答えよ。②そのときの首相の名前を

答えよ。 



(3) 戦時中に国民に節約を呼びかけた標

語(スローガン)を1つあげよ。 
(4) 砂糖，マッチ，衣類などが( ① )

制となり，( ② )が配給制になった。

①，②に適語を入れよ。 
(5) 住民を相互に監視させる目的で，町

内会の下に何が作られたか。 
(6) 1940年に，ほとんどの政党を解散し

て挙国一致体制のために作られた組

織は何か。 
 
[解答](1) 戦時体制 (2)① 国家総動員

法 ② 近衛文麿 (3) ぜいたくは敵だ。

(欲しがりません勝つまでは。ガソリンの

一滴は血の一滴。) (4)① 切符 
② 米 (5) 隣組 (6) 大政翼賛会 
 



[問題](前期期末) 
昭和に入って，日本は戦争へと突きす

すんでいった。これに関して，次の[  ]
が示すできごとを年代の古いものから順

に並べよ。 
[ 二・二六事件 五・一五事件 
 国家総動員法 日中戦争 満州事変 ] 
 
[解答]満州事変→五・一五事件→二・二

六事件→日中戦争→国家総動員法 
 



[皇民化政策] 
[問題](2学期期末) 
朝鮮では日本語の強制や創氏改名，志

願兵制度が行われた。このように朝鮮の

人々を日本に同化させるための政策を何

というか。漢字3文字で答えよ。 
 
[解答]皇民化 
[解説] 
 
 
 
 
朝鮮では，「皇

こう

民化
み ん か

」の名のもとに，日本

語の使用や，姓名のあらわし方を日本式

に改めさせる創
そう

氏
し

改名
かいめい

をおし進めた。 
 



さらに労働力として動員したり志願兵制

度を実施したりするなど，朝鮮の人々も

戦争に動員した。「皇民化」や戦時動員は

台湾でも進められた。 
※出題頻度：「皇民化〇」「創氏改名△」 
 
 
[問題](1学期中間) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
朝鮮では，日本語の使用や姓名の表し

方を日本式に改めさせる( ① )や，志

願兵制度などを推し進めた。このように

朝鮮の人々を日本に同化させるための政

策を( ② )化という。 
 
[解答]① 創氏改名 ② 皇民 
 



[問題](1学期期末) 
 日本は，朝鮮に対する植民地支配を強

化するために，皇民化という極端な同化

政策をすすめた。具体的にはどのような

ことを行ったか。3つあげよ。 
 
[解答]日本語の強制。姓名のあらわし方

を日本式に改めさせる創氏改名。志願兵

制度の実施。 
 
 



[問題](前期期末) 
昭和に入って，日本は戦争へと突きす

すんでいく。これに関して，次の[  ]
が示すできごとを年代の古いものから順

に並べよ。 
[ 二・二六事件 五・一五事件 
 国家総動員法 日中戦争 満州事変 ] 
 
[解答]満州事変→五・一五事件→二・二

六事件→日中戦争→国家総動員法 
 



【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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