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[要点] 
(1) ヨーロッパの火薬庫と呼ばれていたバルカン半島のサラエボで，オーストリアの皇

太子がセルビアの青年に暗殺される事件が起きた。ドイツ，オーストリアの同盟国

側と，セルビアを助けるロシア，イギリス，フランスの連合国側の間で，第一次世

界大戦が始められた。 
(2) 大戦が始まると，日本は日英同盟を根拠に連合国側にたってドイツを攻撃した。ま

た，日本は中国に対して二十一か条の要求を突きつけた。1917年にレーニンを指導

者としたロシア革命がおこり，ロシアはドイツと単独講和を結んだ。1917年，アメ

リカが参戦し，ドイツは1918年に降伏した。 
(3) 1919年，講和会議がフランスのパリで開かれた。アメリカ大統領のウィルソンの提

唱により，1920年に平和のための組織として国際連盟が設立された。その本部はス

イスのジュネーブに置かれた。1921年にワシントン会議が開催された。戦後，ドイ

ツではワイマール憲法が制定され，20歳以上の男女の普通選挙や社会権が規定され

た。 
(4) 1919年，朝鮮で日本からの独立を求めて，三・一独立運動がおこり，中国でも，日

本が突きつけた二十一か条の要求の取消を求める五・四運動がおこった。インドで

は，ガンディーの指導のもと，イギリスに対する非暴力・不服従の抵抗運動が起こ

った。 

 
[要点確認] 
(1) ヨーロッパの(      )と呼ばれていた(       )半島のサラエボで，(       )の皇

太子が(       )の青年に暗殺される事件が起きた。ドイツ，オーストリアの

(      )国側と，セルビアを助けるロシア，イギリス，フランスの(      )国側の間

で，(        )大戦が始められた。 
(2) 大戦が始まると，日本は(      )同盟を根拠に連合国側にたって(      )を攻撃した。

また，日本は中国に対して(        )を突きつけた。1917年に(       )を指導者

とした(      )革命がおこり，ロシアはドイツと単独講和を結んだ。1917年，

(       )が参戦し，ドイツは1918年に降伏した。 
(3) 1919年，講和会議がフランスの(      )で開かれた。アメリカ大統領の(     )の提

唱により，1920年に平和のための組織として(      )が設立された。その本部はス

イスのジュネーブに置かれた。1921年に(      )会議が開催された。戦後，ドイツ

では(      )憲法が制定され，20歳以上の男女の普通選挙や(     )権が規定された。 
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(4) 1919年，朝鮮で日本からの独立を求めて，(       )運動がおこり，中国でも，日

本が突きつけた二十一か条の要求の取消を求める(      )運動がおこった。インド

では，(       )の指導のもと，イギリスに対する非暴力・不服従の抵抗運動が起

こった。 

 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 複雑な民族対立とヨーロッパ列強の利害の対立のために，この半島は戦争がおこる

危険性が高かった。①この半島は何か。②また，ヨーロッパの何と呼ばれていたか。 
(2) (1)の半島で対立していた 2 つの陣営のうち， 

① イギリスを中心にフランス・ロシアの三国が結束していた陣営は何か。 
② ドイツを中心にオーストリア・イタリアの三国が結束していた陣営は何か。 

(3) 1914 年，(A     )という都市でオーストリアの皇太子夫妻がセルビアの青年に暗殺

されるという事件が起こり，これをきっかけにして(B     )大戦が勃発
ぼっぱつ

した。 

[解答](1)① バルカン半島 ② ヨーロッパの火薬庫 (2)① 三国協商
さんごくきょうしょう

 ② 三国同盟
さんごくどうめい

 

(3)A サラエボ B 第一次世界 

 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 第一次世界大戦が始まったのは何年か。 
(2) ①第一次世界大戦が始まると，オーストリアの側についたのは同盟国側か連合国側

か。②また，オーストリア以外の 2 国をあげよ。 
(3) ①第一次世界大戦が始まると，セルビアの側についたのは同盟国側か連合国側か。

②また，3 国をあげよ。 

(4) 三国同盟
さんごくどうめい

から脱退し，のちに三国協商
さんごくきょうしょう

(連合国)側について参戦した国はどこか。 
(5) 第一次世界大戦で使われた新兵器を 1 つあげよ。 
[解答](1) 1914 年 (2)① 同盟国側 ② ドイツ，トルコ (3)① 連合国側 ② ロシア，

イギリス，フランス (4) イタリア (5) 戦車(飛行機，毒ガス) 

 
 
 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 第一次世界大戦が始まると日本は連合国側にたってある国を攻撃したが，①その根

拠となった同盟は何か。②また，ある国とはどこか。 
(2) 第一次世界大戦が始まると日本は中国に対して要求を突きつけたが，何というか。 
(3) 大戦中の1917年にロシアで起こった革命は何か。 
(4) (3)の革命の指導者は誰か。 
(5) 1917年に連合国側について参戦した国はどこか。 

[解答](1)① 日英同盟
にちえいどうめい

 ② ドイツ (2) 二十一か条の要求 (3) ロシア革命 (4) レーニ

ン (5) アメリカ 

 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 第 1 次世界大戦が始まると日本は参戦したが，その目的は何か。 
(2) 日本は，ドイツの中国における拠点を攻撃したが，それはどこか。 
(3) 二十一か条の要求を認めたときの中国政府の総統はだれか。 
(4) 二十一か条の要求の内容は，①ドイツがもっていた(A  )半島における利権を日本

が引きつぐことを認めること，②(B  )などでの日本の利権を延長すること，③中

国政府が日本人を政治・財政・軍事の(C  )として採用すること。 

[解答](1) 中国における権益を拡大すること。 (2) 山東半島の青島
チンタオ

 (3) 袁世凱
えんせいがい

 (4)A 
山東
シャントン

 B 南満州
みなみまんしゅう

 C 顧問
こ も ん

 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ロシア革命は何年か。 
(2) ロシア革命によって，ロシアは新しい国家体制にかわったが，何主義にもとづくも

のであったか。 
(3) ロシア革命後，ロシアは何という国になったか。正式国名を答えよ。 

(4) ロシア革命がおこると日本は革命に干渉
かんしょう

するため軍隊を送ったが，これを何という

か。 
[解答](1) 1917年 (2) 社会主義 (3) ソビエト社会主義共和国連邦 (4) シベリア出兵 

 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 第一次世界大戦の講和会議が開かれた都市はどこか。 
(2) 第一次世界大戦の講和条約を何というか。 
(3) 講和会議のとき，平和のための組織としてつくられたものは何か。 

(4) (3)を提唱
ていしょう

したのはどこの国の誰か。 
[解答](1) パリ (2) ベルサイユ条約 (3) 国際

こくさい

連盟
れんめい

 (4) アメリカのウィルソン(大統領) 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) パリ講和会議は何年か。 
(2) ベルサイユ条約で，巨額の賠償金や軍備縮小などをおしつけられた国はどこか。 

(3) アメリカのウィルソンは「無併合
む へ い ご う

，無賠償
むばいしょう

，(   )」を主張した。 
(4) 民族自決の原則に従って，戦後新しい独立国が生まれたのはどの地域か。 
(5) 国際連盟が設立されたのは何年か。 
(6) 国際連盟は何という国のどこに設置されたか。 
(7) 国際連盟が設立された目的を簡単に書け。 
(8) 国際連盟には欠点がいくつかあり，結果として第二次世界大戦が起きたが，その欠

点とは何か，説明せよ。 
(9) 国際連盟では，日本はどのような地位を得たか。 
(10) 国際連盟本部で，事務局次長として活躍した日本人は誰か。 
(11) 最初，国際連盟に参加しなかった大国を 3 つあげよ。 

(12) 1921 年に開かれた軍縮会議
ぐんしゅくかいぎ

を何というか。 
[解答](1) 1919 年 (2) ドイツ (3) 民族自決

み ん ぞく じけ つ

 (4) 東ヨーロッパ (5) 1920 年 (6) スイ

スのジュネーブ (7) 世界平和を守るため。 (8) 平和を維持するための強制力をもたな

かったこと。 (9) 常任理事国 (10) 新渡戸
に と べ

稲造
いなぞう

 (11) アメリカ，ソ連，ドイツ (12) ワ
シントン会議 

 
 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 戦後朝鮮でおこった民族独立運動は何か。 
(2) (1)の独立運動は，どこからの独立を求めたか。 
(3) 二十一か条の要求に対して，1919年に中国の民衆がおこした運動は何か。 
(4) インドでおこった独立運動について， 
   A 指導者は誰か。 
  B どこからの独立を求めたものか。 

(5) 敗戦国ドイツで制定され，当時もっとも民主的といわれた憲法は何か。 
(6) (5)の憲法では選挙権はどのように定められたか。 
[解答](1) 三・一独立運動 (2) 日本 (3) 五・四運動 (4)A ガンディー B イギリス 

(5) ワイマール憲法 (6) 20歳以上の男女 

 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1919年の五・四運動は，どこの国でおきたか。 
(2) 五・四運動は，1915年に日本が突きつけた要求の取消を求めた運動であったが，何

とよばれる要求か 

(3) 五・四運動をきっかけに孫文
そんぶん

がつくった政党は何か。 
(4) 孫文の死後，国民政府をつくったのは誰か。 
(5) ガンディーが指導した独立運動の特徴を書け。 
(6) 大戦の被害が少なく，連合国への物資供給でもっとも豊かな国となったのはどこか。 

[解答](1) 中国 (2) 二十一か条の要求 (3) 中国国民党
こくみんとう

 (4)  (5) 非暴力・不

服従の抵抗運動を進めた。 (6) アメリカ 
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