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[要点] 

(1) 1929年に世界恐慌
きょうこう

がおこった。アメリカでは，ルーズベルト大統領がニューディー

ル政策を実施した。イギリスやフランスはブロック経済を行った。イタリアでは，

1922年にムッソリーニがファシスト党を率いて独裁政治を行い，ドイツではヒトラ

ーのナチス党が政権をにぎった。ソ連ではスターリンが5か年計画など計画経済を進

めていたため世界恐慌の影響を受けなかった。 

(2) 1931年，軍部は南満州鉄道を爆破して満州
まんしゅう

事変
じ へ ん

をおこし，満州を占領し満州国を成

立させた。国際連盟は日本の引き揚げを勧告した。これを不服とした日本は，1933

年，国際連盟を脱退した。1932年に五・一五事件がおき，満州国の承認をしぶる犬養
いぬかい

毅
つよし

首相が暗殺された。これによって8年続いた政党政治は終わりをつげた。さらに，

1936年，二・二六事件がおこり，有力な政治家，軍人が暗殺された。 

 
[要点確認] 
(1) 1929年に(      )恐慌がおこった。アメリカでは，(       )大統領が(       )政

策を実施した。イギリスやフランスは(       )経済を行った。イタリアでは，1922
年に(      )が(       )党を率いて独裁政治を行い，ドイツでは(      )の
(      )党が政権をにぎった。ソ連では(       )が5か年計画など計画経済を進め

ていたため世界恐慌の影響を受けなかった。 
(2) 1931年，軍部は南満州鉄道を爆破して(      )事変をおこし，満州を占領し(      )

国を成立させた。国際連盟は日本の引き揚げを勧告した。これを不服とした日本は，

1933年，国際連盟を脱退した。1932年に(      )事件がおき，満州国の承認をしぶ

る(      )首相が暗殺された。これによって8年続いた政党政治は終わりをつげた。

さらに，1936年，(      )事件がおこり，有力な政治家，軍人が暗殺された。 

 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1929年から世界の景気が急激に悪くなるが，これは何という出来事によるか。 
(2) (1)はどこの国から始まったか。 
(3) (1)のとき，公共事業をおこし，農産物を政府が買い上げ，労働者の権利を強めて国

民の購買力
こうばいりょく

を高めようとしたアメリカの政策を何というか。 
(4) (3)を実施した大統領は誰か。 
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(5) (1)のとき，本国と自治領
じ ち り ょ う

・植民地
しょくみんち

との結びつきを強めて恐慌を乗り切ろうとした政

策を何というか。 
(6) (5)を実施した国を2つあげよ。 

(7) ①民主主義を否定し，軍国主義による独裁
どくさい

政治をうちたて，外国を侵略
しんりゃく

しようとす

る考え方を何というか。②また，そのようになった国を2つあげよ。 
(8) ①ファシスト党内閣はどこの国でできたか。②また，その指導者は誰か。 
(9) ドイツでナチス党を率い独裁政治を行ったのは誰か。 

(10) (9)の政権が迫害
はくがい

したのは何人か。 
(11) 世界恐慌

せかいきょうこう

のとき，計画経済
けいかくけいざい

を進めていたためその影響を受けなかった国はどこか。 
(12) この当時の(11)の指導者は誰か。 
[解答](1) 世界恐慌 (2) アメリカ (3) ニューディール政策 (4) ルーズベルト (5) 
ブロック経済 (6) イギリス，フランス (7)① ファシズム ② ドイツとイタリア 

(8)① イタリア ② ムッソリーニ (9) ヒトラー (10) ユダヤ人 (11) ソ連 (12) ス
ターリン 

 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ニューヨークで(  )が大暴落すると，その混乱は世界中に広まった。 

(2) 世界恐慌
せかいきょうこう

は何年に始まったか。 
(3) ニューディール政策の内容を説明せよ。 
(4) イタリアで 1922 年にムッソリーニに率いられて政権を握った政党の名前は何か。 
(5) ヒトラーが率いた政党は何か。 

(6) ヒトラー政権が破棄
は き

した条約は何か。 
(7) 社会主義者をはじめナチスに反対する人々の抵抗運動が各地で起こったが，この抵

抗運動を何というか。 
(8) 世界恐慌が深刻になった 30 年代，ソ連は逆に飛躍的に工業が発展しているが，そ

れはなぜか。 
(9) ソ連において，重工業の建設のために，1928 年から始められた計画は何か。 
[解答](1) 株価 (2) 1929 年 (3) 公共事業をおこし，農産物を政府が買い上げ，労働者

の権利を強めて国民の購買力
こうばいりょく

を高めようとした。 (4) ファシスト党 (5) ナチス党 

(6) ベルサイユ条約 (7) レジスタンス (8) 社会主義経済で資本主義
し ほ ん し ゅ ぎ

経済の影響を受

けなかったから。 (9) 5 か年計画 

 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

(1) 1931 年，日本軍は南満州鉄道
みなみまんしゅうてつどう

を爆破し，これを中

国軍のしわざだとして攻撃し，満州を占領した。こ

の事件を何というか。 

(2) ①(1)ののち，日本が溥儀
ふ ぎ

を皇帝
こうてい

にしてつくった国は

何というか。②また，それは右の地図のA～Dのど

こか。 
(3) 国際連盟は満州国承認の取り消しと日本軍の撤兵

を決議したが，これに対して日本はどのような行動

をとったか。 
(4) 1932 年，海軍の将校が首相を暗殺する事件が起きたが，何という事件か。 
(5) (4)の事件で暗殺された首相は誰か。 
(6) 1936 年，陸軍の青年将校が反乱をおこして有力な政治家，軍人を暗殺する事件をお

こしたが，これを何というか。 

[解答](1) 満州事変
まんしゅうじへん

 (2)① 満州国
まんしゅうこく

 ② A (3) 国際連盟を脱退した。 (4) 五・一五事件 

(5) 犬養毅
いぬかいつよし

 (6) 二・二六事件 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ①1930 年に開かれた軍縮会議は何か。②また，この軍縮を積極的に進めた首相で，

右翼に狙撃された首相は誰か。 
(2) 満州事変のとき関東軍によって爆破された鉄道は何鉄道か。 
(3) 中国の国民政府の中国統一の動きに対して，満州の権益が危うくなることをおそれ

た軍の一部の軍人が満州事変をおこしたが，この当時の中国の国民政府の指導者は

誰か。 
(4) 満州事変がおこったのは何年か。 

(5) 日本によって満州国
まんしゅうこく

の皇帝
こうてい

にまつり上げられたのは，中国の何という王朝の元皇帝

であったか。 
(6) (5)の皇帝は誰か。 

(7) 満州事変
まんしゅうじへん

に対して国際連盟
こくさいれんめい

は何という調査団をおくったか。 
(8) 五・一五事件がおこったのは何年か。 



(9) 五・一五事件の歴史的意義は何か。 
(10) 二・二六事件がおこったのは何年か。 
(11) 五・一五事件，二・二六事件の結果，政治の上で勢力を強めたのは何か。 
(12) 次のア～エを年代の古い順に並べて記号で書け。 

ア 国際連盟を脱退する。 
イ 陸軍の青年将校が首相や大臣をおそう。 
ウ 北京郊外で日中両軍が衝突する。 
エ 首相の犬養毅が暗殺される。 

[解答](1)① ロンドン軍縮会議 ② 浜口雄幸
は ま ぐち おさ ち

 (2) 南満州鉄道 (3)  (4) 1931
年 (5) 清 (6) 溥儀

ふ ぎ

 (7) リットン調査団 (8) 1932 年 (9) 政党政治が終わったこと。 

(10) 1936 年 (11) 軍部 (12) エ，ア，イ，ウ 
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