
【FdData中間期末：中学歴史：昭和】 
[太平洋戦争②] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[国民の動員] 
[問題] 
右の資料のように，1943年，それまで

徴兵を猶予されていた文科系の大学生な

どが軍隊に召集される( X )が行われ

た。また，労働力が不足したため，中学

生，女学生，未婚の女性などが勤労動員

で，軍需工場などで働いた。文中のX 
に適語を入れよ。 
 
[解答]学徒出陣 
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[解説] 
多くの成人男子が，

兵士として戦場に送

られた。1943 年(昭
和 18 年)，それまで

徴兵
ちょうへい

を猶予
ゆ う よ

されていた文科系の大学生

などが軍隊に 召集
しょうしゅう

される学徒
が く と

出陣
しゅつじん

も

行われた。労働力が不足したため，中学

生，女学生，未婚の女性などが勤労
きんろう

動員
どういん

で，

軍需工場などで働いた。 
※出題頻度：「学徒出陣◎」「勤労動員〇」 
 



[問題](前期期末) 
太平洋戦争中，国民が戦争のために動

員された。これについて，次の各問いに

答えよ。 
(1) 理系以外の大学生も兵士として戦場

へ行くようになったが，このことを

何というか。 
(2) 中学生，女学生，未婚の女性などが

工場や農村で働かされたことを何と

いうか。 
 
[解答](1) 学徒出陣 (2) 勤労動員 
 
 



[本土への空襲と集団疎開] 
[問題] 

1944年にサイパン島が陥落し，これ以

降サイパン島の飛行場から飛び立つアメ

リカ軍の大型爆撃機による本土への空襲

が激しくなった。1945年3月10日の東

京大空襲では8万人以上が犠牲となった。

都市部の小学生たちは，空襲の危険を避

けるために，父母のもとを離れて集団で

農村などに移り住むことになった。これ

を何というか。漢字4字で答えよ。 
 
[解答]集団疎開 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
1942 年(昭和 17 年)のミッドウェー海戦

での敗北を機に日本軍の形勢が不利にな

っていった。1943 年 2 月にガダルカナ

ル島で敗北してから，後退を重ねていっ

た。1944 年にサイパン島が陥落
かんらく

すると，

サイパン島の飛行場から飛び立つアメリ

カ軍の大型爆撃機B29による日本本土へ

の空襲
くうしゅう

が激しくなった。(航続距離の長

いB29はサイパン島から飛び立って日本

本土を空襲して，サイパン島へ帰還する



ことが可能であった) 
アメリカ軍の日本本土への空襲

くうしゅう

が激し

くなると，大都市の小学生は，空襲をさ

けるために，父母のもとを離れて農村に

集団疎開
そ か い

した。 
アメリカ軍は，初めは軍需

ぐんじゅ

工場を主な攻

撃目標にしていたが，1945 年(昭和 20
年)3 月 10 日の東京

とうきょう

大空襲
だいくうしゅう

から，火災

を起こすことを目的とした焼夷弾
しょういだん

による

都市の無差別爆撃を本格的に開始した。

東京大空襲では，8 万人以上が犠牲
ぎ せ い

とな

り，100万人以上が焼け出された。 
※出題頻度：「サイパン島〇」 
「集団疎開◎」「東京大空襲〇」 
 



[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 

1944 年 7 月に( ① )島が陥落した。

これ以降，(①)島の飛行場から飛び立つ

アメリカ軍の大型爆撃機による本土への

空襲が激しくなった。都市部の小学生た

ちは，空襲の危険を避けるために農村な

どに( ② )した。アメリカ軍は，1945
年3月10日の( ③ )から，火災を起こ

すことを目的とした焼夷弾による都市の

無差別爆撃を本格的に開始した。(③)で
は8万人以上が犠牲となった。 
 
[解答]① サイパン ② 集団疎開 
③ 東京大空襲 



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

(1) 日本本土への空襲が激しくなったの

は，ある島がアメリカ軍によって占

領されたためである。その島の名前

を答えよ。 
(2) 1945年3月10日に大空襲を受けた

都市はどこか。①都市名を漢字 2 字

で答えよ。②その都市の位置を右の

地図中のア～クの中から1つ選べ。 



(3) (2)の大空襲では，大型爆撃機B29の

大編隊が火災を起こすことを目的と

した爆弾を深夜，大量に投下したこ

とで大きな被害をもたらした。この

爆弾の名前を書け。 
(4) 空襲が激し

くなると，右

のような集

団疎開の光

景が各地で

見られるようになった。集団疎開は，

どのようなところに住んでいた子ど

もたちが，どのような目的で行った

ものか。簡潔に説明せよ。 
 



[解答](1) サイパン島 (2)① 東京 
② エ (3) 焼夷弾 (4) 都市の子どもた

ちが空襲をさけるために農村などに集団

で移り住んだ。 
 
[問題](2学期中間) 
戦時中の日本の国民生活について述べ

た文として正しいものを，次のア～エの

中から記号で1つ選べ。 
ア 国民の協力を得るため，政府は正確

な戦況を伝えた。 
イ 物資が不足したため，生活必需品を

優先して生産した。 
ウ 食料が不足したため，政府は米の配

給量を増やした。 
エ 金属が不足したため，なべなど生活

用品の金属が徴収された。 



[解答]エ 
[解説] 
情報は政府の統制下に置かれ国民には正

しい戦況は知らされなかった。軍需品の

生産が優先され，なべやかま，寺の鐘
かね

ま

でもが金属として徴収された。食料をは

じめとする生活必需品の生産はとどこお

り，じゅうぶんな量の配給が行われなか

った。 
 



[イタリアとドイツの降伏・ヤルタ会談] 
[問題] 
 ヨーロッパでは，1943 年 9 月にイタ

リアが降伏した。1945 年 2 月に，アメ

リカのローズベルト，イギリスのチャー

チル，ソ連のスターリンによる( X )
会談が行われ，ドイツの戦後処理とソ連

の対日参戦などが決められた。1945年5
月にドイツが降伏した。文中のXに適語

を位入れよ。 
 
[解答]ヤルタ 
[解説] 
 
 
 
 



ヨーロッパでは，1943 年(昭和 18 年)9
月にアメリカ・イギリス軍がイタリアを

降伏
こうふく

させた。1944 年 8 月にはフランス

のパリが解放された。1945 年(昭和 20
年)2月に，アメリカのローズベルト，イ

ギリスのチャーチル，ソ連のスターリン

がヤルタ会談
かいだん

を行い，ドイツの戦後処理

とソ連の対日参戦などが決められた。

1945年5月，ドイツが降伏した。 
※出題頻度：「イタリアの降伏△」 
「ヤルタ会談〇」「ドイツの降伏△」ソ連

の対日参戦△」 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ヨーロッパでは，1943 年 9 月に

( ① )が降伏し，1945 年 5 月に

( ② )が降伏した。①，②に適する

国名を答えよ。 
(2) 1945年2月に，アメリカ，イギリス，

ソ連の首脳による会談が行われた。

この会談を何というか。 
(3) (1)の会談ではドイツの戦後処理とと

もに，日本にかかわる重要なことが

話し合われた。その内容を記述せよ。 
 
[解答](1)① イタリア ② ドイツ 
(2) ヤルタ会談 (3) ソ連の対日参戦 
 
 



[沖縄戦] 
[問題](3学期) 
アメリカ軍が上陸し，はげしい戦闘が

くり広げられ，県民の4人に1人が戦闘

に巻き込まれて犠牲になった県はどこか。 
 
[解答]沖縄県 
[解説] 
 
 
 
1945 年(昭和 20 年)3 月に，アメリカ軍

は沖縄
おきなわ

に上陸し激しい地上戦が行われた。

多くの住民が戦闘に巻き込まれたため，

県民の4人に1人が犠牲
ぎ せ い

になった。 
※出題頻度：「沖縄◎」「県民の 4 人に 1
人が犠牲になった△」 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1945 年( X )県にアメリカ軍が上

陸した。X にあてはまる県名を答え

よ。 
(2) (X)県民の何人に1人が犠牲となった

か。 
(3) (2)のように県民の被害が大きかった

理由を簡潔に説明せよ。 
 
[解答](1) 沖縄 (2) 4人に1人 (3) 多く

の住民が戦闘に巻き込まれたから。 
 



[原子爆弾の投下・ソ連の参戦] 
[問題] 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 1945 年 8 月 6 日に

右図 A の( ① )に，

8月9日にBの長崎に

原子爆弾が投下され

た。その間の 8 月 8 日，( ② )は日ソ

中立条約を一方的に破棄して参戦し，満

州，朝鮮，樺太，千島列島に侵入した。

満州にいた日本の兵士たちは(②)の捕虜

となり，シベリアに連行されて戦後も強

制労働に従事させられ，多くの人が犠牲

になった。千島列島は，そのとき以来，

(②)(現在はロシア連邦)が占拠したまま

になっている(北方領土問題)。 
 



[解答]① 広島 ② ソ連 
[解説] 
 
 
 
 
 
1945 年 7 月に，連合国はポツダム宣言

を発表して日本に対して無条件降伏を求

めたが，日本はこれを黙殺
もくさつ

した。アメリ

カは，1945年8月6日に広島に，8月9
日に長崎に原子

げ ん し

爆弾
ばくだん

を投下した。 
さらに， その間

の 8 月 8 日，ソ

連は日ソ中立条

約を一方的に

破棄
は き

して参戦し，満州，朝鮮，樺太，千



島列島に侵入した。満州にいた日本の兵

士たちはソ連の捕虜
ほ り ょ

となり，シベリアに

連行されて戦後も強制労働に従事させら

れ，多くの人が犠牲
ぎ せ い

になった(シベリア

抑留
よくりゅう

)。千島列島は，そのとき以来，ソ

連(現在はロシア連邦)が占拠
せんきょ

したままに

なっている(北方領土問題)。 
※出題頻度：「1945年8月6日△」 
「広島(地図)◎」「長崎(地図)◎」 
「シベリア(抑留)△」 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1945年8月8日，日ソ中立条約を破

って参戦し，満州や朝鮮や千島列島

に侵攻してきた国はどこか。 
(2) 満州にいた日本の兵士たちは(1)の捕

虜となり連行・抑留された。どこに

抑留されたか。 
(3) (1)のときに占領され，現在もまだ返

還されておらず，領土問題となって

いる地域の名前を答えよ。 
[解答](1) ソ連 (2) シベリア 
(3) 北方領土 
 



[日本の降伏] 
[問題](1学期期末) 
日本はある宣言を受け入れて降伏する

ことを決め，1945年8月15日，昭和天

皇がラジオ放送(玉音放送)で国民に知ら

せた。日本が受け入れたのは何という宣

言か。 
[解答]ポツダム宣言 
[解説] 
 
 
 
 
日本はポツダム宣言

せんげん

を受け入れて降伏
こうふく

す

ることを決め，1945年8月15日，昭和

天皇がラジオ放送(玉音
ぎょくおん

放送
ほうそう

)で国民に

知らせた。 



※出題頻度：「ポツダム宣言◎」 
「1945年8月15日〇」「玉音放送△」 
 
 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 連合国が日本に無条件降伏を求めた

宣言を何というか。 
(2) 日本が(1)を受け入れた翌日，天皇に

よって，ラジオ放送で日本国民に終

戦が伝えられた。①この年月日を答

えよ。②この放送を何というか。漢

字4字で答えよ。 
 
[解答](1) ポツダム宣言 (2)① 1945 年

8月15日 ② 玉音放送 
 



[問題](2学期中間) 
 次のできごとを，年代の古い順に並べ

替えて記号で書け。 
ア サイパン島がアメリカに占領される。 
イ ミッドウェー海戦が起こる。 
ウ 沖縄戦が始まる。 
エ 東京大空襲が起こる。 
 
[解答]イ→ア→エ→ウ 
 



[問題](2学期期末) 
次のア～キを古い順に並べかえよ。 

ア 広島に原爆投下 
イ 玉音放送 
ウ ドイツの降伏 
エ イタリアの降伏 
オ 長崎に原爆投下 
カ ソ連の対日参戦 
キ アメリカ軍が沖縄に上陸 
 
[解答]エ→キ→ウ→ア→カ→オ→イ 
 

 



【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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