
【FdData中間期末：中学歴史：昭和】 
[太平洋戦争①] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 

[東南アジアへの南進] 
[問題](1学期期末) 
援蔣ルートを断ち切るとともに，石油

やゴムなどの資源を獲得するために，日

本は 1940 年にフランス領インドシナの

北部に軍を進め，次いで，ドイツとイタ

リアとの( ① )同盟を結んだ。さらに，

1941年，ソ連と( ② )条約を結び，北

方の安全を確保したうえで，フランス領

インドシナの南部を占領した。文中の①，

②に適語を入れよ。 
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[解答]① 日独伊三国 ② 日ソ中立 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イギリスやフランスなどがドイツとの戦

争で劣勢
れっせい

におちいると，日中戦争が長期

化していた日本は，近衛
こ の え

内閣の下，これ



らの国々の植民地がある東南アジアに武

力による南進を始めた。援蔣
えんしょう

ルートを断

ち切る(当時，アメリカやイギリスは，蔣

介石の国民政府を支援するため，インド

シナ半島北部経由の援蔣ルートで軍需物

資などを送っていた)ことと，石油やゴム

などの資源を獲得
かくとく

するのがその目的であ

った。日本は 1940(昭和 15)年 9 月，フ

ランス領インドシナの北部に軍を進め，

次いで日
にち

独伊
ど く い

三国
さんごく

同盟
どうめい

を結んだ。さらに，

1941 年 4 月に日ソ中立条約を結び，北

方の安全を確保したうえで，同年7月に

フランス領インドシナの南部へも軍を進

めた。 
 



※出題頻度：「フランス領インドシナ(地
図)△」「日独伊三国同盟◎」 
「日ソ中立条約◎」 
「石油やゴムなどの資源を獲得するため

◎」「援蔣ルートを断ち切るため〇」 
 



[問題](2学期中間) 
日本は 1940 年にフランス領( ① )

の北部に軍を進め，次いで( ② )同盟

を結んだ。さらに，1941年に( ③ )条
約を結び，北方の安全を確保したうえで，

フランス領(①)の南部を占領した。 
(1) 文中の①～③に適語を入れよ。 
(2) 日本が東南アジアに南進を始めた目

的を次のア～エから 2 つ選び，記号

で答えよ。 
ア 石油やゴムなどの資源を獲得す

るため。 
イ 東南アジア諸国を解放するため。 
ウ 援蔣ルートを断ち切るため。 
エ 中国から撤退するため。 

[解答](1)① インドシナ ② 日独伊三国 

③ 日ソ中立 (2) ア，ウ 



[問題](前期中間) 
日本軍は東南アジアへ侵攻していった

が，その理由の1つは援蔣ルートを断ち

切ることであった。もう1つの理由を「資

源」に注目して簡単に答えよ。 
 
[解答]石油やゴムなどの資源を獲得する

ため。 
 
 



[問題](後期中間) 
次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 日本は，1940年にインドシナ北部へ

軍を進めたが，①ここはどこの国の

植民地だったか。②右の地図中の A
～Dからその場所を選べ。 

(2) (1)の後，日本はヨーロッパのある 2
国と同盟を結んだ。 
①この同盟を何というか。②日本が

同盟を結んだ2国とはどこか。 



(3) 1941 年にソ連ともある条約を結ん

だが，その条約名を答えよ。 
(4) 日本が(3)の条約を結んだ理由を「北

方」という語句を使って簡単に説明

せよ。 
(5) 日本がインドシナに武力による南進

を行った目的は何か。「ルート」「資

源」という語句を使って，簡潔に説

明せよ。 
 
[解答](1)① フランス ② B 
(2)① 日独伊三国同盟 ② ドイツ，イタ

リア (3) 日ソ中立条約 (4) 北方の安

全を確保するため。 
(5) 援蔣ルートを断ち切るとともに，石

油やゴムなどの資源を獲得するため。 
 



[大東亜共栄圏] 
[問題](1学期期末) 
東南アジアへの進出を正当化するため

に，「日本の指導のもと，欧米の植民地支

配を打破し，アジアの諸民族だけで繁栄

しよう」として，日本が唱えた理念を漢

字6文字で答えよ。 
[解答]大東亜共栄圏 
[解説] 
 
 
 
東南アジアへの進出を正当化するために，

「日本の指導のもと，欧米の植民地支配

を打破しアジアの諸民族だけで繁栄
はんえい

しよ

う」という「大東亜
だいとうあ

共栄圏
きょうえいけん

」の建設を唱

えた。 



※出題頻度：「大東亜共栄圏◎」「日本の

指導のもと，欧米の植民地支配を打破し

アジアの諸民族だけで繁栄する〇」 
 
 
[問題](前期中間) 
 次の文中の①～③に適語を入れよ。 
 日本は，東南アジアへの進出を正当化

するために，「日本の指導のもと，

( ① )の植民地支配を打破し( ② )
の諸民族だけで繁栄しよう」という

( ③ )圏の建設を唱えた。 
 
[解答]① 欧米 ② アジア 
③ 大東亜共栄 
 
 



[問題](1学期期末) 
日本が提唱した「大東亜共栄圏」につ

いて，「欧米」，「アジアの諸民族」という

言葉を使って説明せよ。 
 
[解答]日本の指導のもと，欧米の植民地

支配を打破しアジアの諸民族だけで繁栄

しようという考え方。 
 
 



[日米交渉の決裂] 
[問題] 

1941 年 7 月に日本がフランス領イン

ドシナ南部を占領すると，アメリカは日

本に対して( X )の輸出を禁止し，イギ

リス，オランダ，中国がこれに同調した。

戦争に不可欠な石油をたたれた日本では，

この「ABCD包囲陣」を打ち破るには早

期に開戦するしかないという強硬論が高

まった。文中のＸに適語を入れよ。 
 
[解答]石油 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
1941 年(昭和 16 年)7 月に日本がフラン

ス領インドシナ南部を占領すると，アメ

リカは日本に対して石油の輸出を禁止し，

イギリス，オランダ，中国がこれに同調

した。戦争に不可欠な石油をたたれた日

本では，このように日本を経済的に封鎖
ふ う さ

する「ABCD包囲陣
ほういじん

」(America(アメリ

カ ),British( イ ギ リ ス ),China( 中

国),Dutch(オランダ))を打ち破るには早

期に開戦するしかないという強硬論
きょうこうろん

が

高まった。 



日米交渉の席でアメリカが，中国とフラ

ンス領インドシナからの全面撤兵
てっぺい

などを

要求すると，近衛
こ の え

内閣の次に成立した

東条
とうじょう

英機
ひ で き

内閣と軍部は，アメリカとの戦

争を最終的に決定した。 
※出題頻度：「石油の輸出を禁止〇」

「ABCD包囲陣△」 
 
 



[問題](1学期期末) 
次の文章中の①～③にあてはまる適語

を書け。 
1941 年 7 月に日本がフランス領イン

ドシナ南部を占領すると，アメリカは日

本に対して( ① )の輸出を禁止し，イ

ギリス，( ② )，中国がこれに同調し

た。戦争に不可欠な(①)をたたれた日本

では，このように日本を経済的に封鎖す

る「( ③ )包囲陣」を打ち破るには早

期に開戦するしかないという強硬論が高

まった。日米交渉の席でアメリカが，中

国とフランス領インドシナからの全面撤

兵などを要求すると，近衛内閣の次に成

立した東条英機内閣と軍部は，アメリカ

との戦争を最終的に決定した。 
 



[解答]① 石油 ② オランダ 
③ ABCD 
 



[問題](前期期末) 
次の図は太平洋戦争をめぐる各国の国

際関係を示している。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 図中の ABCD 包囲陣の A，B，C，
Dはそれぞれ国を表している。A～D
それぞれの国名を答えよ。 

(2) ABCD包囲陣は何を目的につくられ

たものか。「石油」「封鎖」という語

句を使って簡潔に説明せよ。 



(3) 図中 a で示した日本・ドイツ・イタ

リアが結んでいた同盟を何というか。 
(4) 図中の b で示した日本とソ連の間で

結ばれた条約は何か。 
(5) この後，日米交渉が行われたが，そ

の席でアメリカが日本に対して要求

したのはどのようなことか。「中国・

東南アジア」という語句を使って説

明せよ。 
 
[解答](1) A アメリカ B イギリス 
C 中国 D オランダ (2) 石油の禁輸

など日本を経済的に封鎖するため。 
(3) 日独伊三国同盟 (4) 日ソ中立条約 

(5) 中国・東南アジアから日本軍が撤退

すること。 
 



[太平洋戦争の始まり] 
[問題] 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 

1941年，日本

軍はアメリカの

海軍基地がある

ハ ワ イ の

( ① )湾を奇襲攻撃するとともに，イ

ギリス領のマレー半島に上陸し，太平洋

戦争を始めた。日本軍は，開戦後半年間

は戦争を有利に進めたが，1942 年の

( ② )海戦での敗北を機に戦局は不利

になっていった。 
 
[解答]① 真珠 ② ミッドウェー 
 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
1941 年(昭和

16 年)12 月 8
日，日本軍は，

ハワイの真珠
しんじゅ

湾
わん

のアメリカ海軍基地を奇襲
きしゅう

攻撃
こうげき

すると

ともに，イギリス領のマレー半島に上陸

し，太平洋
たいへいよう

戦争
せんそう

を始めた。 
このときの日本の内閣総理大臣は東条

とうじょう

英機
ひ で き

で，アメリカの大統領はローズベル

トであった。 
 



日本と日
にち

独伊
ど く い

三国
さんごく

同盟
どうめい

を結んでいたドイ

ツとイタリアも，アメリカに宣戦
せんせん

布告
ふ こ く

し

た。 
こうして，ヨーロッパで開始された第二

次世界大戦は，日独伊などの枢軸
すうじく

国
こく

と米

英ソ中などの連合国が戦う世界規模の戦

争に発展した。日本軍は，開戦後半年間

は戦争を有利に進めたが，1942年のミッ

ドウェー海戦
かいせん

での敗北を機に戦局は不利

になっていった。 
※出題頻度：「ハワイの真珠湾◎」「マレ

ー半島△」「太平洋戦争◎」「東条英機△」 
「ローズベルト△」「ミッドウェー海戦

〇」 
 



[問題](前期中間) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 

1941年12月8日，日本軍は，アメリ

カの海軍基地がある( ① )の( ② )
湾を奇襲攻撃するとともに，石油などの

資源を確保するためにイギリス領の

( ③ )半島に上陸し，( ④ )戦争が始

まった。このときの日本の内閣総理大臣

は東条英機で，アメリカの大統領はロー

ズベルトであった。ドイツとイタリアも，

アメリカに宣戦布告し，ヨーロッパで開

始された第二次世界大戦は，日独伊など

の枢軸国と米英ソ中などの連合国が戦う

世界規模の戦争に発展した。日本軍は，

開戦後半年間は戦争を有利に進めたが，

1942年6月の( ⑤ )海戦での敗北をき

っかけに戦局は不利になっていった。 



[解答]① ハワイ ② 真珠 ③ マレー 
④ 太平洋 ⑤ ミッドウェー 
 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 日本はアメリカの海軍基地がある場

所へ奇襲攻撃をしたが，攻撃を行っ

た場所の名前を「～の･･･湾」という

形で答えよ。 
 



(2) (1)の場所を地図中のア～エより1つ

選べ。 
(3) (1)の攻撃がきっかけで始まった戦争

の名前を答えよ。 
(4) (1)の攻撃は何年何月何日か。 
(5) 日本は(1)に奇襲をかけると同時に，

地図の X の半島にも侵攻した。①X
の半島名を答えよ。②ここを支配し

ていた国名を答えよ。③侵攻した目

的を「資源」という語句を使って簡

潔に書け。 
(6) (1)の戦争が始まったときの日本の首

相の名前を答えよ。 
(7) (1)の戦争が始まったときのアメリカ

の大統領の名前を答えよ。 



(8) ドイツとイタリアも，アメリカに宣

戦布告した。こうして，ヨーロッパ

で開始された第二次世界大戦は，日

独伊などの( ① )国と米英ソ中な

どの( ② )国が戦う世界規模の戦

争に発展した。文中の①，②に適語

をそれぞれ漢字2字で入れよ。 
(9) 日本軍は，開戦後半年間は戦争を有

利に進めたが，1942年6月のある海

戦での敗北をきっかけに戦局は不利

になっていった。この海戦の名前を

答えよ。 
 



[解答](1) ハワイの真珠湾 (2) ア 
(3) 太平洋戦争 (4) 1941年12月8日 
(5)① マレー半島 ② イギリス 
③ 石油などの資源を確保するため。 

(6) 東条英機 (7) ローズベルト 
(8)① 枢軸 ② 連合 (9) ミッドウェー

海戦 
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理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
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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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