
【】中学社会歴史：日中戦争・第二次世界大戦    [ http://www.fdtext.com/dat/ ] 
[要点] 

(1) 1937 年，北京郊外の盧
ろ

溝
こう

橋
きょう

で日中両軍の軍事衝突がおこり，日中戦争が始まった。

中国では， の国民政府と毛沢東
もうたくとう

の共産党が抗日
こうにち

民族
みんぞく

統一
とういつ

戦線
せんせん

を作った。戦争

の長期化にともない，国民を徴用したり，物資を調達したりすることができるよう

にした国家
こ っ か

総動員法
そうどういんほう

が制定され，政党は解散させられ大政
たいせい

翼賛会
よくさんかい

が作られた。 

(2) ドイツは1939年にポーランドに侵入し，イギリスとフランスがドイツに宣戦
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。1940年，日本は日独伊三国同盟をむすび，1941
年にソ連との間に日ソ中立条約をむすんだ。これに対して，アメリカは日本への石

油輸出の全面停止を行い，追い込まれた日本は，1941年，ハワイの真珠
しんじゅ

湾
わん

を奇襲
きしゅう

し，

アメリカとイギリスを相手として太平洋戦争を始めた。 
(3) 1942年6月のミッドウェー海戦での敗北をさかいに，戦局は悪化し，兵士の不足に

対処するため学徒
が く と

出陣
しゅつじん

も行った。1945年4月，アメリカ軍は沖縄県に上陸した。1945
年8月6日に広島に，8月9日に長崎に原爆が投下された。この間の8月8日，ソ連は日

ソ中立条約を一方的に破棄
は き

して日本への攻撃を開始した。8月15日，日本はポツダ

ム宣言を受諾
じゅだく

して，連合軍に降伏
こうふく

した。 
 
[要点確認] 

(1) 1937年，北京郊外の盧
ろ

溝
こう

橋
きょう

で日中両軍の軍事衝突がおこり，(      )戦争が始まっ

た。中国では， の国民政府と毛沢東
もうたくとう

の共産党が(        )戦線を作った。

戦争の長期化にともない，国民を徴用したり，物資を調達したりすることができる

ようにした(        )法が制定され，政党は解散させられ(       )会が作られた。 

(2) ドイツは1939年に(       )に侵入し，イギリスとフランスがドイツに宣戦
せんせん

布告
ふ こ く

し，

こうして(       )大戦が始まった。1940年，日本は(        )同盟をむすび，

1941年にソ連との間に(       )条約をむすんだ。これに対して，アメリカは日本

への石油輸出の全面停止を行い，追い込まれた日本は，1941年，ハワイの(      )

を奇襲
きしゅう

し，アメリカとイギリスを相手として(       )戦争を始めた。 
(3) 1942年6月のミッドウェー海戦での敗北をさかいに，戦局は悪化し，兵士の不足に

対処するため(      )出陣も行った。1945年4月，アメリカ軍は(      )県に上陸し

た。1945年8月6日に(      )に，8月9日に(      )に原爆が投下された。この間の8

月8日，(      )は日ソ中立条約を一方的に破棄
は き

して日本への攻撃を開始した。8月
15日，日本は(       )宣言を受諾

じゅだく

して，連合軍に降伏
こうふく

した。 
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[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

(1) 1937 年，北京
ぺ き ん

郊外で一発の銃声がおこり，これをきっかけに日中両軍の軍事衝突
ぐんじしょうとつ

が

おこり，全面戦争に発展したが，この戦争を何というか。 
(2) このころ，中国では，国民政府と中国共産党が対立していたが，それぞれの当時の

指導者を答えよ。 
(3) (1)が始まったあと，日本に対抗するために国民政府と中国共産党が協力してつくっ

た戦線を何というか。 
(4) 1938 年，国民を徴用したり，物資を調達することができるようにした法律ができた

が，何という法律か。 
(5) 1940 年政党は解散させられ(   )が作られた。 

[解答](1) 日中戦争
にっちゅうせんそう

 (2)国民政府：  共産党：毛沢東
もうたくとう

 (3) 抗日民族統一戦線
こうにちみんぞくとういつせんせん

 (4) 
国家総動員法
こっかそうどういんほう

 (5) 大政翼賛会
たいせいよくさんかい

 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) (A  )年，(B  )で日中両国軍の武力衝突により日中戦争が始まった。 

(2) 日中戦争のさなか，日本軍による中国人の大虐殺
ぎゃくさつ

があった都市はどこか。 
(3) 日中戦争が始まると国民政府は首都をどこからどこに移したか。 

(4) 1934 年から長征
ちょうせい

を行った中国共産党は，(   )を根拠地として活動した。 
(5) 国家総動員法の目的は何か。 
(6) 日本は，朝鮮人に日本式の姓名を名乗るように強制したが，これを何というか。 
(7) 朝鮮では日本語の強制や，志願兵制度が行われた。これらの政策を何というか。 

[解答](1)A 1937 B 盧
ろ

溝
こう

橋
きょう

 (2) 南京
なんきん

 (3) 南京から重慶
じゅうけい

に移した。 (4) 延安
えんあん

 (5) 資
源や人力を戦争のために使用すること。 (6) 創氏改名

そ う しか いめ い

 (7) 皇民化
こ う み ん か

 
 
 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

(1) 1939 年，ドイツが(A      )に侵入
しんにゅう

し(B      )が勃発した。 
(2) 1940 年に日本，ドイツ，イタリアの間で結ばれた軍事同盟

ぐ ん じど うめ い

は何か。 
(3) 1941 年に日本がソ連との間に結んだ条約は何か。 
(4) 1941 年に日本がアメリカに宣戦布告して始まった戦争は何か。 
(5) (4)は，日本がアメリカのどこを攻撃したことに始まるか。 
(6) 日本で唯一地上戦が行われた県を漢字で書け。 
(7) 日本に原爆が投下されたのは，どことどこか。 

(8) 1945 年，日本が(   )を受諾
じゅだく

して戦争は終わった。 
[解答](1)Aポーランド B 第二次世界大戦 (2) 日独伊

に ち ど く い

三国同盟 (3) 日ソ中立条約 

(4) 太平洋戦争 (5) ハワイの真珠湾
しんじゅわん

 (6) 沖縄県 (7) 広島と長崎 (8) ポツダム宣言 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 第二次世界大戦が始まったのは何年か。 
(2) ドイツはソ連と(   )条約を結び，ポーランド侵入を開始した。 

(3) ドイツのポーランド侵入に対して，ドイツに宣戦布告
せ ん せん ふこ く

した国はどこか。2 つあげよ。 
(4) ①(1)のときのドイツで政権をにぎっていたのは何党か。②また，その党首はだれか。 
(5) ドイツは，その西側の国を攻撃して，これを降伏させたが，何という国か。 
(6) この戦争においてドイツが強制収容所をつくり迫害したのはどのような人々か。 
(7) 1943 年ドイツ軍がソ連軍に大敗し，後退を続けた。この年，(  )が降伏した。 
(8) 1945 年 2 月，アメリカ・イギリス・ソ連の首脳が，ソ連の対日参戦などを密約した

が，この会談は何か。 
(9) 1945 年 5 月には首都ベルリンが攻め落とされ，(  )が降伏した。 

[解答](1) 1939 年 (2) 独ソ不可侵
ふ か し ん

 (3) イギリス，フランス (4)① ナチス党 ② ヒト

ラー (5) フランス (6) ユダヤ人 (7) イタリア (8) ヤルタ会談 (9) ドイツ 

 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

(1) 日独伊
に ち ど く い

三国同盟の三国とはどの国か。 
(2) 日本は，(  )領インドシナへ進駐をはじめた。 
(3) (2)の行動に対し，アメリカは他国と協力して，日本へ(   )包囲陣をしき，経済

的圧迫を強めた。 

(4) 太平洋戦争
たいへいようせんそう

が始まったのは何年か。 
(5) 太平洋戦争を始めたときの首相は誰か。 
(6) 太平洋戦争の始まりで，日本が攻めたのはハワイ真珠湾とどこか。 

[解答](1) 日本，ドイツ，イタリア (2) フランス (3) ABCD (4) 1941年 (5) 東条
とうじょう

英機
ひ で き

 (6) マレー半島 

 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1942 年 6 月の(   )海戦での敗北をさかいに，戦局は悪化していった。 
(2) 兵士の不足に対処するため(   )を行った。 
(3) 日本本土に空襲が激しくなったのは，何という島が占領されてからか。 
(4) 本土空襲が始まり，子供たちは(   )した。 
(5) 広島に原爆が投下されたのはいつか。 
(6) 長崎に原爆が投下されたのはいつか。 
(7) 1945 年，広島への原爆が投下された直後，中立条約を一方的に破棄して日本への攻

撃を開始したのは何という国か。 

(8) 日本に降伏
こうふく

を求めるポツダム宣言を発した国はどこか。3 つあげよ。 
(9) 天皇が第二次世界大戦の終結をラジオで告げたのは，何年(西暦)何月何日か。 
(10) 次の a～d を古い順に並べかえよ。 

a ドイツが連合国軍に降伏 
b イタリアが連合国軍に降伏 
c 広島・長崎に原子爆弾投下 
d 連合国軍が沖縄に上陸する 

[解答](1) ミッドウェー (2) 学徒
が く と

出陣
しゅつじん

 (3) サイパン島 (4) 集団疎開
そ か い

 (5) 1945 年 8
月 6 日 (6) 1945 年 8 月 9 日 (7) ソ連 (8) アメリカ，イギリス，中国 (9) 1945 年 8
月 15 日 (10) b，d，a，c 
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