
大 正 時 代  

□001
軍隊の軍事力だけでなく、技術力や経済力など国力のすべ
てが投じられる戦争を何というか

☆☆☆ 総力戦

□002 第一次世界大戦で用いられた新兵器を5つ挙げよ
☆☆☆ 航空機・戦車・毒ガ

ス・機関銃・潜水艦

□003
第一次世界大戦で始め中立であったアメリカが参戦する理
由となったドイツ軍の行為は何か

☆ 無差別潜水艦作戦

□004
第一次世界大戦前にドイツ、オーストリア＝ハンガリー、
イタリアの三国が結んでいた同盟は何か

☆ 三国同盟

□005
第一次世界大戦前にイギリス、フランス、ロシアの三国が
結んでいた同盟は何か

☆ 三国協商

□006
第一次・第二次の護憲運動に活躍した尾崎行雄をたたえる
呼称は何か

☆☆☆☆ 憲政の神様

□007
1910年代に普通選挙や女性解放、労働運動など社会・政
治において自由を求める動きが高まったことを何というか

☆☆☆☆☆ 大正デモクラシー

□008
1915年（大正4年）に日本が中華民国に対し要求したも
のは何か

☆☆☆☆☆ 21ヶ条の要求

□009
1915年（大正4年）から1920年にかけての日本の好景気
を何というか

☆☆☆☆ 大戦景気

□010 急激に大金を手にし資産家となった者を何というか
☆☆☆☆ 成金

□011
華族制度の爵位を持たない者として初めて総理大臣になっ
た原敬は何とよばれたか

☆☆ 平民宰相

□012
衆議院第一党の党首が総理大臣となり、陸海軍大臣以外も
政党出身者で構成する内閣は何か

☆☆☆ 政党内閣

□013 原敬が総裁を務めた政党は何か
☆☆☆ 立憲政友会

□014
ロシア革命やヴェルサイユ条約で提唱された、民族が他の
国家の干渉を受けない権利を何というか

☆☆☆ 民族自決

□015 第一次世界大戦の講和会議は何か

☆☆☆☆ パリ講和会議
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□016
1920年（大正9年）5月に第1回が開催され、毎年5月1日
に開かれる労働者の祭典は何か

☆☆☆ メーデー

□017
1920年（大正9年）にアメリカ大統領ウィルソンの提案
で結成された国際組織は何か

☆☆☆☆☆ 国際連盟

□018 国際連盟において日本が占めた地位は何か
☆☆☆ 常任理事国

□019 労働者が自らの労働条件の改善を求めて行う運動は何か
☆☆☆ 労働争議

□020
土地を持たない農民が地主に対し条件の改善を求めて行う
運動は何か

☆☆☆ 小作争議

□021
1922年にアメリカ大統領ハーディングの提案で開かれた
会議は何か

☆☆ ワシントン会議

□022
ロシア革命の影響を受け、1922年（大正11年）に設立さ
れた政党は何か

☆☆ 日本共産党

□023
平塚らいてうを中心に結成された女性解放運動の団体は何
か

☆☆☆☆☆ 青鞜社

□024
1922年（大正11年）に結成された部落解放運動の団体は
何か

☆☆☆☆☆ 全国水平社

□025
第二次護憲運動を展開した憲政会、政友会、革新倶楽部を
何というか

☆☆ 護憲三派

□026
1924年（大正11年）の加藤高明内閣から、犬養毅内閣ま
で衆議院第一党から総理大臣が出たことを何というか

☆☆ 憲政の常道

□027 吉野作造が提唱した「デモクラシー」の訳語は何か
☆☆☆☆☆ 民本主義

□028
美濃部達吉が主張した、天皇は国家の統治権を行使する一
つの機関とする学説は何か

☆ 天皇機関説

□029 私有財産の所有を禁止し、平等な社会を目指す思想は何か
☆☆☆☆ 共産主義

□030
「共産党宣言」の著者の思想を主体にした社会主義的思想
は何か

☆☆☆ マルクス主義

□031
大正後期から書かれ始めた、労働者の厳しい現実を描いた
文学は何か

☆☆☆ プロレタリア文学
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□032 大正期に流行した理想主義・個人主義的な文芸集団は何か
☆☆ 白樺派

□033
タイピストやエレベーターガールなど、大正期に社会進出
し働いた女性を何というか

☆☆ 職業婦人

□034 1925年（大正14年）に開始された無線通信手段は何か
☆☆☆☆ ラジオ放送

□035
複数の民族による領土争いから、ヨーロッパの火薬庫とよ
ばれたのはどこか

☆☆☆ バルカン半島

□036 サライェヴォ事件で暗殺されたのは、どこの国の皇太子か
☆☆☆ オーストリア＝ハンガ

リー帝国

□037 1917年に革命が起き、帝政が打倒された国はどこか
☆☆☆☆☆ ロシア

□038
社会主義国家の成立を防ぐために日本が出兵した場所はど
こか

☆☆☆☆☆ シベリア

□039
1918年（大正7年）に主婦らが米屋を襲い米騒動の発端
となった場所はどこか

☆☆☆☆ 富山県

□040
山東半島南部に位置し、ドイツが中国から租借していた都
市はどこか

☆ 青島

□041
第一次世界大戦でドイツが放棄した太平洋上の植民地はど
こか

☆☆ ドイツ領南洋諸島

□042 第一次世界大戦の講和会議が行われたのはどこか
☆☆☆ パリ

□043
1919年（大正8年）3月1日に反日運動が起こった場所は
どこか

☆☆☆☆☆ 朝鮮（京城・ソウル）

□044
1919年（大正8年）5月4日に反日運動が起こった場所は
どこか

☆☆☆☆☆ 北京

□045 国際連盟の本部が置かれたのはどこか
☆☆☆ ジュネーブ（スイス）

□046 明治天皇の死後に即位した天皇は誰か
☆☆☆☆☆ 大正天皇

□047
藩閥政治を進めた結果、第一次護憲運動を引き起こし退任
に追い込まれた総理大臣は誰か

☆☆☆ 桂太郎
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□048
第一次・第二次の護憲運動に活躍し、「憲政の神様」とよ
ばれたのは誰か

☆☆☆☆☆ 尾崎行雄

□049
第一次・第二次の護憲運動に活躍し、後に総理大臣となっ
た人物は誰か

☆☆☆ 犬養毅

□050 第一次護憲運動の後に内閣総理大臣となったのは誰か
☆ 山本権兵衛

□051
第一次世界大戦中の総理大臣として、中国に二十一ヶ条要
求を出したのは誰か

☆☆ 大隈重信

□052
シベリア出兵を行い、米騒動の責任を取り退任した総理大
臣は誰か

☆☆ 寺内正毅

□053
ロシア革命を主導し、ソヴィエト連邦の初代指導者となっ
たのは誰か

☆☆☆ レーニン

□054 史上初めての政党内閣を組織したのは誰か
☆☆☆☆☆ 原敬

□055 国際連盟の結成を提唱したアメリカ大統領は誰か
☆☆☆☆☆ ウィルソン

□056
国際連盟事務局次長として世界平和に貢献した日本人は誰
か

☆☆☆☆ 新渡戸稲造

□057
女性解放運動の指導者として雑誌「青鞜」の発刊に関わっ
たのは誰か

☆☆☆☆☆ 平塚らいてう（雷鳥）

□058
女性参政権運動の指導者として活動し、第二次世界大戦後
に参議院議員となったのは誰か

☆☆ 市川房枝

□059
社会主義者として活動し、関東大震災の混乱時に憲兵に殺
害されたのは誰か

☆ 大杉栄

□060
1921年（大正10年）、病弱な大正天皇の摂政に就いたの
は誰か

☆☆ 摂政宮裕仁親王

□061
政党出身者の大臣を置かず、第二次護憲運動を引き起こし
た総理大臣は誰か

☆ 清浦奎吾

□062
立憲政友会総裁として第二次護憲運動を指導し、総理大臣
や大蔵大臣を歴任したのは誰か

☆☆ 高橋是清

□063
第二次護憲運動を指導し、総選挙後に総理大臣となったの
は誰か

☆☆☆☆ 加藤高明

大正時代



□064
民本主義を提唱し、大正デモクラシーの理論的支柱となっ
たのは誰か

☆☆☆☆☆ 吉野作造

□065
天皇機関説を主張し、後に不敬であると攻撃されたのは誰
か

☆ 美濃部達吉

□066 「遠野物語」を著し、日本民俗学の父となったのは誰か
☆ 柳田国男

□067 文学集団白樺派のリーダーとして活動したのは誰か
☆ 武者小路実篤

□068
白樺派の一員で、「暗夜行路」を書き小説の神とよばれた
のは誰か

☆☆ 志賀直哉

□069
岩手県花巻市出身で、理想郷イーハトーブを自らの作品に
残した童話作家は誰か

☆☆☆☆ 宮沢賢治

□070
多くの短編小説を残し、今も純文学の新人賞に名を残す作
家は誰か

☆☆☆ 芥川龍之介

□071 「蟹工船」で知られるプロレタリア文学作家は誰か
☆☆ 小林多喜二

□072
1912年（大正元年）、桂太郎内閣による藩閥政治への批
判から何が起きたか

☆☆☆ 第一次護憲運動

□073
1914年（大正3年）、オーストリアの皇太子が暗殺され
た事件は何か

☆☆☆☆ サライェヴォ事件

□074 1914年（大正3年）に開戦した戦争は何か
☆☆☆☆☆ 第一次世界大戦

□075 1917年（大正6年）に起きた社会主義革命は何か
☆☆☆☆☆ ロシア革命

□076 ロシア革命を妨害するために日本が行ったことは何か
☆☆☆☆☆ シベリア出兵

□077
1917年（大正6年）に富山県の主婦が起こした暴動は何
か

☆☆☆☆☆ 米騒動

□078 1919年（大正8年）に朝鮮で起きた反日運動は何か
☆☆☆☆ 三・一独立運動

□079 1919年（大正8年）に中国で起きた反日運動は何か
☆☆☆☆ 五・四運動
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□080 1923年（大正11年）に発生した大災害は何か
☆☆☆☆ 関東大震災

□081
1923年（大正11年）に起きた摂政宮裕仁親王（昭和天
皇）暗殺未遂事件は何か

☆☆ 虎ノ門事件

□082
1924年（大正13年）に成立した政党によらない清浦内閣
に対し何が起きたか

☆☆☆☆ 第二次護憲運動

□083 第一次世界大戦後に結ばれた講和条約は何か
☆☆☆☆☆ ヴェルサイユ条約

□084
第一次世界大戦後のドイツで制定された、世界で初めて社
会権を認めた憲法は何か

☆☆☆☆ ワイマール憲法

□085 ワシントン会議で結ばれた条約は何か
☆☆ 四カ国条約・ワシント

ン海軍軍縮条約

□086
1925年（大正14年）に制定された選挙に関する法律は何
か

☆☆☆☆☆ （男子）普通選挙法

□087
1925年（大正14年）に制定された思想に関する法律は何
か

☆☆☆☆☆ 治安維持法

□088 志賀直哉の代表作であり、唯一の長編小説は何か
☆☆ 暗夜行路

□089
芥川龍之介の初期代表作で、今昔物語集を原典とする作品
は何か

☆☆ 羅生門

□090 小林多喜二によるプロレタリア文学の代表作は何か
☆☆☆ 蟹工船

□091 第一次世界大戦時に日本で好景気となったのはなぜか
☆☆☆☆

ヨーロッパが主戦場と
なり、アジアへの輸出

が止まったから

□092 米騒動が起きた原因を説明せよ
☆☆☆☆

シベリア出兵を見越し
て米の買い占めが行わ

れたから

□093
1918年（大正7年）、日本がシベリアに出兵したのはな
ぜか

☆☆☆☆
ロシア革命による社会
主義政権の成立を妨害

するため

□094
1925年（大正14年）の選挙法改正で選挙権を持ったのは
どのような人か

☆☆☆☆☆ 25歳以上の男子

□095
「人の世に熱あれ、人間に光あれ」で結ばれる日本初の人
権宣言は何か

☆☆☆☆ 水平社宣言
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□096
「元始、女性は太陽であった」から始まる女性解放宣言を
書いたのは誰か

☆☆☆☆ 平塚らいてう（雷鳥）

□097 第一次護憲運動が起きたのは何年か
☆ 1912年

□098 サライェヴォ事件が起きたのは何年か
☆ 1914年

□099 第一次世界大戦が始まったのは何年か
☆☆☆☆☆ 1914年

□100 21ヶ条要求を中華民国に出したのは何年か
☆☆ 1915年

□101 ロシア革命が起きたのは何年か
☆☆☆☆ 1917年

□102 米騒動が最初に富山県で発生したのは何年か
☆☆☆ 1917年

□103 ヴェルサイユ条約が結ばれたのは何年か
☆☆☆ 1919年

□104 三・一独立運動が起きたのは何年か
☆☆☆☆ 1919年

□105 五・四運動が起きたのは何年か
☆☆☆☆ 1919年

□106 国際連盟が成立したのは何年か
☆☆ 1920年

□107 全国水平社が結成されたのは何年か
☆ 1922年

□108 関東大震災が起きたのは何年か
☆☆☆☆☆ 1923年

□109 第二次護憲運動が起きたのは何年か
☆☆ 1923年

□110 日本でラジオ放送が開始されたのは何年か
☆☆ 1925年

□111 男子普通選挙法が制定されたのは何年か
☆☆☆☆ 1925年
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□112 治安維持法が制定されたのは何年か
☆☆☆ 1925年

□113 初めて衆議院議員で総理大臣となったのは誰か
☆☆ 原敬

□114
1921年（大正10年）、東京駅で暗殺された総理大臣は誰
か

☆ 原敬

□115 普通選挙法が制定されたときの総理大臣は誰か
☆☆☆☆ 加藤高明

□116 治安維持法が制定されたときの総理大臣は誰か
☆☆ 加藤高明

□117
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：原敬内閣成立　イ：男子普通選挙法制定　ウ：第二
次護憲運動　エ：加藤高明内閣成立】 ☆☆☆☆☆ エ→ア→イ→ウ

□118
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：21ヶ条要求　イ：サライェヴォ事件　ウ：ヴェル
サイユ条約　エ：ロシア革命】 ☆☆☆☆☆ イ→ア→エ→ウ

□119
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：シベリア出兵　イ：米騒動　ウ：第一次世界大戦開
始　エ：五・四運動】 ☆☆☆☆☆ ウ→イ→ア→エ

□120
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：大戦景気　イ：関東大震災　ウ：ラジオ放送開始　
エ：第一次護憲運動】 ☆☆☆☆☆ エ→ア→イ→ウ

□121
次の総理大臣を就任順に並べよ< 
【ア：大隈重信（第二次）　イ：寺内正毅　ウ：原敬　
エ：加藤高明】 ☆☆☆ ア→イ→ウ→エ

大正時代



大正時代　解答  

001 総力戦
第一次世界大戦は史上初の総力戦といわれ、全世界で約1000万人が戦死した

002
航空機・戦車・毒ガ
ス・機関銃・潜水艦

第一次世界大戦ではこれまでにない近代兵器が多く投入され、大きな被害を出した

003 無差別潜水艦作戦
ドイツ軍潜水艦が大西洋でアメリカ商船を沈めたため、アメリカは連合国側で参戦
した

004 三国同盟
第一次世界大戦開戦後にイタリアが連合国側につき、三国同盟は崩壊した

005 三国協商
第一次世界大戦の連合国側には三国協商を軸に日本、アメリカが加わった

006 憲政の神様
尾崎行雄は衆議院議員選挙の最多当選・勤続年数最長の記録を持ち、国会内に胸像
が立つ

007 大正デモクラシー
大正デモクラシーで男子普通選挙が実現されたが、同時に治安維持法も制定され、
社会主義思想は取り締まられた

008 21ヶ条の要求
21ヶ条の中には中国におけるドイツ権益の引き継ぎや旅順・大連の租借権延長が
含まれた

009 大戦景気
ヨーロッパが主戦場となるなか、アジア諸地域への輸出が急増し大戦景気となった

010 成金
将棋の歩が金に成ることになぞらえて、急激に資産家となったものを成金とよんだ

011 平民宰相
衆議院議員としての内閣総理大臣も原敬が初代であった

012 政党内閣
1898年の大隈重信（隈板内閣）や原敬の内閣が政党内閣として知られる

013 立憲政友会
原敬は立憲政友会総裁として政党内閣を組織した

014 民族自決
アメリカ大統領ウィルソンは民族自決を提唱した

015 パリ講和会議

パリ講和会議に日本からは西園寺公望が全権大使として出席し、ヴェルサイユ条約
が結ばれた



016 メーデー
毎年5月1日にメーデー（労働者の日）として集会が行われている

017 国際連盟
国際連盟にはアメリカが不参加で、実行力の乏しい組織になった

018 常任理事国
日本はイギリス・フランス・イタリアとともに国際連盟常任理事国となった

019 労働争議
1921年（大正10年）に日本労働総同盟が結成され、労働争議を主導した

020 小作争議
1922年（大正11年）に日本農民組合が結成され、小作争議を主導した

021 ワシントン会議
ワシントン会議で日英同盟が廃止され、米英日仏の四カ国条約などが結ばれた

022 日本共産党
日本共産党は非合法政党で、弾圧され解党した

023 青鞜社
青鞜社は機関誌「青鞜」を発刊し、女性解放運動を主導した

024 全国水平社
解放令の後も続いた部落差別の解消を目指し、水平社宣言が採択された

025 護憲三派
1924年（大正13年）の総選挙で護憲三派は圧勝し、憲政会の加藤高明が総理大臣
となった

026 憲政の常道
1932年（昭和7年）に犬養毅首相が暗殺されるまで、政党内閣が続けられた

027 民本主義
日本では天皇主権を取っているため、吉野は「民主」という語をあえて用いなかっ
た

028 天皇機関説
大正デモクラシー期に支持された天皇機関説は、昭和時代に入り排撃された

029 共産主義
ロシア革命により成立したソ連は世界初の共産主義国家であった

030 マルクス主義
マルクス主義は資本家と労働者という階級のない平等な社会を目指した

031 プロレタリア文学
プロレタリア文学の代表に小林多喜二「蟹工船」がある



032 白樺派
武者小路実篤・志賀直哉らが白樺派の中心となった

033 職業婦人
大正末期から昭和初期には自立した女性によるモダンガール（モガ）文化が生まれ
た

034 ラジオ放送
1925年（大正14年）3月22日にNHKによりラジオ放送が開始された

035 バルカン半島
バルカン半島で発生したサライェヴォ事件により、第一次世界大戦が引き起こされ
た

036
オーストリア＝ハンガ
リー帝国

セルビア人によるオーストリア皇太子暗殺から、セルビアを応援するロシアとの間
で戦争が始まった

037 ロシア
ロシア革命から内戦を経て、労働者の評議会であるソヴィエトが権力を握る

038 シベリア
ロシア革命による社会主義国家の成立を妨害するためにシベリア出兵が行われた

039 富山県
富山県の魚津で米騒動が始まった

040 青島
日本は二十一ヶ条要求で青島を手に入れたが、中国の反発を受け返還した

041 ドイツ領南洋諸島
サイパン・パラオなどのドイツ領南洋諸島はヴェルサイユ条約により日本領となっ
た

042 パリ
パリ講和会議に日本からは西園寺公望が全権大使として出席し、ヴェルサイユ条約
が結ばれた

043 朝鮮（京城・ソウル）
第一次世界大戦後にウィルソンが提起した民族自決の思想により、朝鮮で独立運動
が激化した

044 北京
中国ではヴェルサイユ条約に対する反発から五・四運動が起き、反日運動が激化し
た

045 ジュネーブ（スイス）
国際連盟の本部は永世中立国であるスイスのジュネーブに設置された

046 大正天皇
1912年（大正元年）に即位した大正天皇は病弱で、皇太子裕仁親王が摂政となっ
た

047 桂太郎
1913年（大正2年）、第一次護憲運動の高まりで桂太郎内閣は総辞職した



048 尾崎行雄
尾崎行雄は衆議院議員選挙の最多当選・勤続年数最長の記録を持ち、国会内に胸像
が立つ

049 犬養毅
犬養毅は77歳で総理大臣となったが、五・一五事件で暗殺された

050 山本権兵衛
薩摩藩・海軍出身の山本は政党政治への理解も深く、関東大震災後にも再び総理大
臣となった

051 大隈重信
辞任時に大隈重信は78歳で史上最年長総理大臣となった

052 寺内正毅
寺内は議会によらない内閣で批判を受け、米騒動で退任した

053 レーニン
レーニンによる社会主義革命は世界に大きな影響を与えた

054 原敬
米騒動による寺内内閣退陣後、原敬が政党内閣を組織した

055 ウィルソン
ウィルソンの提案で国際連盟が成立したが、アメリカは議会の反対により参加しな
かった

056 新渡戸稲造
新渡戸稲造は著書「武士道」や5000円札の肖像画としても知られる

057 平塚らいてう（雷鳥）
平塚らいてうは青鞜の創刊号に「元始、女性は太陽であった」という言葉を載せた

058 市川房枝
市川房枝の推薦で緒方貞子が国連で勤務した

059 大杉栄
大杉栄は関東大震災の混乱下で政府転覆を企てたとして殺害された

060 摂政宮裕仁親王
摂政宮裕仁親王は後に昭和天皇として即位する

061 清浦奎吾
清浦内閣は第二次護憲運動の後の総選挙で惨敗し、護憲三派に政権を譲った

062 高橋是清
高橋是清は財政の専門家で、総理大臣としてより大蔵大臣としての評価が高い

063 加藤高明
加藤高明は憲政会総裁として総理大臣となり、以降7代にわたって続く政党内閣の
スタートを切った



064 吉野作造
日本では天皇主権を取っているため、吉野は「民主」という語をあえて用いなかっ
た

065 美濃部達吉
大正デモクラシー期に支持された天皇機関説は、昭和時代に入り排撃された

066 柳田国男
柳田国男の研究から、日本の民間伝承が体系化された

067 武者小路実篤
武者小路実篤は晩年に残した「仲良きことは美しきかな」の色紙で知られる

068 志賀直哉
志賀直哉は多数の小説を著し「小説の神様」とよばれている

069 宮沢賢治
宮沢賢治の作品は生前には評価されず、死後に国民的作家となった

070 芥川龍之介
大衆小説に贈られる直木賞と並び、芥川賞は日本文学界で最高の栄誉の一つである

071 小林多喜二
小林多喜二は治安維持法で検挙され、拷問の末に死亡した

072 第一次護憲運動
第一次護憲運動の翌年の1913年に桂太郎内閣は総辞職した

073 サライェヴォ事件
セルビア人によるオーストリア皇太子暗殺から、セルビアを応援するロシアとの間
で戦争が始まった

074 第一次世界大戦
第一次世界大戦は史上初の総力戦といわれ、全世界で約1000万人が戦死した

075 ロシア革命
ロシア革命から内戦を経て、労働者の評議会であるソヴィエトが権力を握る

076 シベリア出兵
社会主義国家の成立を妨げるため日本だけでなく多くの国がロシアに出兵した

077 米騒動
シベリア出兵を前に米の買い占めが行われ、怒った主婦が米屋を破戒した

078 三・一独立運動
第一次世界大戦後にウィルソンが提起した民族自決の思想により、朝鮮で独立運動
が激化した

079 五・四運動
中国ではヴェルサイユ条約に対する反発から五・四運動が起き、反日運動が激化し
た



080 関東大震災
1923年9月1日に関東大震災が発生し、10万人に及ぶ犠牲者を出した

081 虎ノ門事件
無政府主義者によって裕仁親王が狙撃されたが、けがはなかった

082 第二次護憲運動
1924年（大正13年）の総選挙で護憲三派は圧勝し、憲政会の加藤高明が総理大臣
となった

083 ヴェルサイユ条約
パリ講和会議に日本からは西園寺公望が全権大使として出席し、ヴェルサイユ条約
が結ばれた

084 ワイマール憲法
ワイマール憲法は社会権（人間らしく生きる権利）を認めた、世界でもっとも進ん
だ憲法だった

085
四カ国条約・ワシント
ン海軍軍縮条約

ワシントン会議で日英同盟が廃止され、米英日仏の四カ国条約などが結ばれた

086 （男子）普通選挙法
1925年（大正14年）の選挙法改正で、25歳以上の男子には納税額の制限なく選
挙権が与えられた

087 治安維持法
普通選挙法の制定と同時に、社会主義的思想を取り締まる治安維持法が制定された

088 暗夜行路
志賀直哉は多数の小説を著し「小説の神様」とよばれている

089 羅生門
芥川龍之介の羅生門は今昔物語集の説話を元にしている

090 蟹工船
蟹工船はオホーツク海の過酷なカニ漁に従事する労働者の姿を描いている

091
ヨーロッパが主戦場と
なり、アジアへの輸出
が止まったから

第一次世界大戦によって、日本は大戦景気に沸くことになる

092
シベリア出兵を見越し
て米の買い占めが行わ
れたから

シベリア出兵を見越した米の買い占めに対し、富山県の魚津で米騒動が始まった

093
ロシア革命による社会
主義政権の成立を妨害
するため

ロシア革命による社会主義国家の成立を妨害するためにシベリア出兵が行われた

094 25歳以上の男子
1925年（大正14年）の選挙法改正で、25歳以上の男子には納税額の制限なく選
挙権が与えられた

095 水平社宣言
1922年（大正11年）に水平社が結成され、水平社宣言が採択された



096 平塚らいてう（雷鳥）
女性解放運動を行う青鞜社の機関誌「青鞜」創刊号に、平塚らいてうの文章が掲載
された

097 1912年
桂太郎内閣による藩閥政治への批判から第一次護憲運動が起きた

098 1914年
バルカン半島のサライェヴォで、セルビア人によりオーストリア皇太子が暗殺され
た

099 1914年
第一次世界大戦ではこれまでにない近代兵器が多く投入され、大きな被害を出した

100 1915年
21ヶ条の中には中国におけるドイツ権益の引き継ぎや旅順・大連の租借権延長が
含まれた

101 1917年
ロシア革命から内戦を経て、労働者の評議会であるソヴィエトが権力を握る

102 1917年
シベリア出兵を見越した米の買い占めに対し、富山県の魚津で米騒動が始まった

103 1919年
パリ講和会議に日本からは西園寺公望が全権大使として出席し、ヴェルサイユ条約
が結ばれた

104 1919年
第一次世界大戦後にウィルソンが提起した民族自決の思想により、朝鮮で独立運動
が激化した

105 1919年
中国ではヴェルサイユ条約に対する反発から五・四運動が起き、反日運動が激化し
た

106 1920年
国際連盟にはアメリカが不参加で、実行力の乏しい組織になった

107 1922年
1922年（大正11年）に水平社が結成され、水平社宣言が採択された

108 1923年
1923年（大正12年）9月1日に関東大震災が発生し、10万人に及ぶ犠牲者を出し
た

109 1923年
政党によらない清浦内閣の成立に対し護憲三派は第二次護憲運動を起こした

110 1925年
1925年（大正14年）3月22日にNHKによりラジオ放送が開始された

111 1925年
1925年（大正14年）の選挙法改正で、25歳以上の男子には納税額の制限なく選
挙権が与えられた



112 1925年
普通選挙法の制定と同時に、社会主義的思想を取り締まる治安維持法が制定された

113 原敬
帝国議会の衆議院から総理大臣となったのは原敬、浜口雄幸、犬養毅の3人である

114 原敬
原敬は汚職疑惑や普通選挙反対から批判され暗殺された

115 加藤高明
1925年（大正14年）加藤高明内閣のときに普通選挙法が制定された

116 加藤高明
加藤高明内閣は普通選挙法を貴族院で認めさせるのと引き換えに治安維持法を制定
した

117 エ→ア→イ→ウ
エ（1912年）→ア（1915年）→イ（1923年）→ウ（1925年）

118 イ→ア→エ→ウ
イ（1914年）→ア（1915年）→エ（1917年）→ウ（1919年）

119 ウ→イ→ア→エ
ウ（1914年）→イ（1917年）→ア（1918年）→エ（1919年）

120 エ→ア→イ→ウ
エ（1912年）→ア（1915年）→イ（1923年）→ウ（1925年）

121 ア→イ→ウ→エ
ア（21ヶ条要求）→イ（米騒動）→ウ（政党内閣）→エ（普通選挙法）


