
【FdData中間期末：中学歴史：昭和】 
[第二次世界大戦] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[第二次世界大戦の始まり] 
[問題](1学期中間改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 
 
 
 
 
 

1938年にオーストリア，次いでチェコ

スロバキア西部を併合したヒトラーの率

いるナチス・ドイツは，それまで対立し
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ていたソ連と( ① )条約を結んだうえ

で，1939年，( ② )に侵攻した。これ

に対し，(②)を助ける条約を結んでいた

イギリス，フランスは，ドイツに宣戦布

告し，第二次世界大戦が始まった。 
 
[解答]① 独ソ不可侵 ② ポーランド 
[解説] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



1938 年(昭和 13 年)にオーストリア，次

いでチェコスロバキア西部を併合したヒ

トラーの率いるナチス・ドイツは，1939
年 8 月にソ連と独ソ不可侵

ふ か し ん

条約
じょうやく

を結ん

だ上で，9 月にポーランドに侵攻
しんこう

した。

これに対して，イギリスとフランスはド

イツに宣戦
せんせん

布告
ふ こ く

し，こうして第二次世界

大戦が始まった。 
※出題頻度：「ドイツ△」 
「独ソ不可侵条約◎」「ソ連△」 
「ポーランド(地図)◎」 
「イギリスとフランスが宣戦布告△」 
「第二次世界大戦△」 
 



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

(1) 第二次世界大戦は，ドイツがどこの

国に侵攻したことから始まったか。

①国名を書け。②その国の位置を右

の地図より選べ。 
(2) (1)の前に，ドイツはある国と不可侵

条約を結んだ。①何という条約か。

②ある国とはどこか。国名を答えよ。 
 
[解答](1)① ポーランド ② オ 
(2)① 独ソ不可侵条約 ② ソ連 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1938年，ドイツはオーストリアを併

合した。この年，イギリス・フラン

スの承認のもとにある国の一部もド

イツによって併合された。併合され

た国の名前を書け。 
(2) 1939年8月，ドイツはソ連とある条

約を結んだ。何という条約か。 
(3) 1939年9月，ドイツは何という国へ

侵攻したか。 
(4) (3)に対し，ヨーロッパの2つの国が

ドイツに宣戦布告した。2 国とはど

こか。 
(5) (4)によって始まった戦争を何という

か。 
(6) ①このころのドイツの指導者は誰か，

②また，①が率いた政党名を答えよ。 



[解答](1) チェコスロバキア 
(2) 独ソ不可侵条約 (3) ポーランド 
(4) イギリス，フランス 
(5) 第二次世界大戦 (6)① ヒトラー 
② ナチス 
 
 
[問題](1学期期末) 
第二次世界大戦が始まったのはどのよ

うな原因からか。「ドイツ」「イギリス」

「フランス」「ポーランド」の語句を使っ

て説明せよ。 
 
[解答]ドイツがポーランドに侵攻したこ

とで，イギリスとフランスがドイツに宣

戦布告したから。 
 



[戦争の拡大] 
[問題] 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 

1940年にドイツはパリを占領して，フ

ランスを降伏させ，さらにイギリスへの

激しい空襲を行った。ドイツの優勢を見

て，イタリアはドイツ側に立って参戦し

た。1940 年 9 月，ドイツ，イタリア，

日本は( ① )同盟を結び結束を強化し

た。1941 年 6 月，ドイツは，独ソ不可

侵条約を破ってソ連に侵攻した。アメリ

カのローズベルト大統領とイギリスのチ

ャーチル首相は，1941年8月に( ② )
を発表して，ファシズムに対決する決意

と戦後の平和構想を示した。 
 
[解答]① 日独伊三国 ② 大西洋憲章 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
1940 年(昭和 15 年)にドイツはパリを

占領
せんりょう

して，フランスを降伏
こうふく

させ，さらに

イギリスへの激しい空襲
くうしゅう

を行った。 
ドイツの優勢を見て，イタリアはドイツ

側に立って参戦した。1940 年 9 月，ド

イツ，イタリア，日本は日
にち

独伊
ど く い

三国
さんごく

同盟
どうめい

を

結び結束を強化した。1941 年 6 月，ド

イツは，独
どく

ソ
そ

不可侵
ふ か し ん

条約
じょうやく

を破ってソ連に

侵攻
しんこう

した。 
 



アメリカのローズベルト大統領とイギリ

スのチャーチル首相は，1941 年 8 月に

大西洋
たいせいよう

憲章
けんしょう

を発表して，ファシズムに対

決する決意と戦後の平和構想を示した。 
※出題頻度：「フランスの降伏△」 
「イギリスへの空襲△」 
「日独伊三国同盟〇」 
「大西洋憲章〇」 
 



[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1940 年にドイツはパリを占領して，

( ① )を降伏させ，さらに( ② )
への激しい空襲を行った。①，②に

あてはまる国名を答えよ。 
(2) 1940年にドイツ，イタリア，日本が

結んだ同盟は何か。 
(3) 1941 年にアメリカとイギリスが発

表した，ファシズムに対決する決意

と戦後の平和構想を示したものを何

というか。 
 
[解答](1)① フランス ② イギリス 

(2) 日独伊三国同盟 (3) 大西洋憲章 



[問題](1学期期末) 
 次の A から D の文を読んで，後の各

問いに答えよ。 
A この国は，ドイツと不可侵条約を結

んでいたが，1941年にドイツに攻撃

された。 
B 1940年，この国はドイツや日本とa

軍事同盟を結び，ドイツ側に立って

参戦した。 
C 1939年9月，ドイツは全ヨーロッパ

を支配しようとしてこの国を攻撃し

た。 
D この国は，ドイツがC国を攻撃した

のに対しb宣戦布告を行って，第二

次世界大戦がはじまったが，翌年ド

イツに敗れた。 
 



(1) A～D で述べている「この国」にあ

てはまる国名をそれぞれ書け。 
(2) 下線部aの軍事同盟を何というか。 
(3) 下線部bについて，この時Dの国と

ともにドイツに宣戦した国はどこか。 
(4) C の前にドイツが併合していた国や

地域として適当なものを次から 2 つ

選べ。 
  [ ユーゴスラビア オーストリア 
   ハンガリー東部 
   チェコスロバキア西部 ] 
 
[解答](1)A ソ連 B イタリア 
C ポーランド D フランス 
(2) 日独伊三国同盟 (3) イギリス 
(4) オーストリア，チェコスロバキア西

部 



[問題](2学期中間) 
次のア～オを古いものから順に並べよ。 

ア イギリス・フランスがドイツに宣戦 
  布告。 
イ ドイツがソ連に侵攻。 
ウ ドイツがポーランドに侵攻。 
エ ドイツがパリを占領。 
オ 独ソ不可侵条約を結ぶ。 
 
[解答]オ→ウ→ア→エ→イ 
 
 



[ドイツの占領政策] 
[問題] 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 ナチス・ドイツは，

( ① )人を徹底的

に迫害し，ポーラン

ドにあるアウシュビ

ッツ強制収容所など

に送り，殺害した。

(①)人少女アンネ・フランクの残した「ア

ンネの日記」はナチスの迫害から逃れる

ためにかくれ家にひそんだ日々のできご

とを記している。リトアニアの領事代理

の杉原千畝は，海外脱出をはかろうとす

る(①)人にビザを発行し，6000人の命を

救った。ドイツの占領政策に対して，ヨ

ーロッパ各地では，ドイツへの協力拒否

や，武力などによる( ② )が行われた。 



[解答]① ユダヤ ② レジスタンス 
[解説] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ドイツはユダヤ人を徹底的に迫害
はくがい

し，ポ

ーランドにあるアウシュビッツ強制
きょうせい

収容所
しゅうようじょ

など，各地の強制収容所に送り，

殺害した。ユダヤ人少女アンネ・フラン

クの残した「アンネの日記」はナチスの

迫害
はくがい

から逃れるためにかくれ家にひそん

だ日々のできごとを記している。リトア

ニアの領事代理の杉原
すぎはら

千
ち

畝
うね

は，日本政府

の意向に反して海外脱出をはかろうとす

るユダヤ人にビザを発行し，6000人の命

を救った。ドイツの占領政策に対して，

ヨーロッパ各地では，ドイツへの協力拒

否や，武力などによる抵抗運動(レジスタ

ンス)が行われた。 
※出題頻度：「ユダヤ人〇」「アウシュビ

ッツ強制収容所〇」「アンネ・フランク△」 
「杉原千畝△」「レジスタンス〇」 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) ドイツが絶滅をめざし数百万人を虐

殺した民族は何か。 
(2) (1)のためにつくった強制収容所の中

で，右の写真のポーランドにある最

も有名な強制収容所の名前を答えよ。 
(3) 迫害の犠牲者と

なった右の写真

の人物の名を答

えよ。 
 



(4) 日本政府の意向に反して海外脱出を

はかろうとするユダヤ人にビザを発

行し，6000人の命を救ったリトアニ

アの領事代理であった日本人の名前

を答えよ。 
(5) ドイツの占領地で起きた，ドイツに

対する抵抗運動をカタカナで何とい

うか。 
 
[解答](1) ユダヤ人(ユダヤ民族) 
(2) アウシュビッツ強制収容所 
(3) アンネ・フランク (4) 杉原千畝 
(5) レジスタンス 
 
 
 
 



【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 
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