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★★★★ □ （1） 本文中のA～Dは、日本を大きく4つに分けたときの語句が入る、それぞれ書きなさい。

★★ □ （2） Eは、国後島、択捉島、歯舞群島、色丹島からなる。この名称を書きなさい。

★★★ □ （3）

★★★★ □ （4） 戦争犯罪人とみなした軍や政府などの指導者を何という裁判にかけたか、答えなさい。

★★★★ □ （5） 下線部②の宣言を何というか、答えなさい。

★★★★ □ （6）

★★★★ □ （7） Fにはこのときの選挙権の内容が入る、当てはまる文を書きなさい。

★★ □ （8） 下線部③のことを何というか、書きなさい。

★★★★ □ （9）

　労働者の団結権を認める（　ア　）、労働条件の最低基準を定める（　イ　）が制定された。

★★★ □ （10） 下線部④のことを何というか、書きなさい。

★★★★ □ （11） 下線部⑤の日本国憲法について、公布された日と施行された日を西暦から書きなさい。

★★★ □ （12） 下線部⑤の日本国憲法について、天皇は統治権を失い、国と国民統合の何となったか、書きなさい。

★★★ □ （13） 下線部⑥の基本原理を3つ答えなさい。

★★★ □ （14） Gに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （15） Hに当てはまる語句を書きなさい。

　

　

次の文は「占領下の日本と民主化」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに答えな
さい。

　敗戦後の日本の領土は，（　A　）、（　B　）、（　C　）、（　D　）とその周辺の島々に限られた。それまで獲得し
た占領地や植民地を失った。日本の固有の領土であっても，沖縄と奄美群島，小笠原諸島は，アメリカ軍の
直接統治のもとに置かれ，（　E　）はソ連によって占領された。日本本土は，アメリカを主力とする連合国に
よって占領された。①アメリカの指令のもとで戦後改革が行われた。占領政策の基本方針は，日本が連合軍
の脅威とならないよう，徹底的に非軍人化することであった。②昭和天皇も、1946年、天皇が神であるという
考え方を否定した。
　非軍人化と並ぶ占領政策の基本方針は，民主化であった。そのため，日本政府は様々な分野で積極的に
民主化に取り組んだ。政治面では，選挙権が（　　　　F 　　　　）にあたえられた。③経済面では，日本経済を
支えていた財閥が解体された。④農村面では，地主が持つ小作地を政府が強制的に買い上げて，小作人に
安く売り渡すなどした。
　民主化の中心は，憲法の改正であった。⑤日本国憲法が公布され，翌年,施行された。この新憲法は，三つ
を⑥基本原理としました。国会が国権の最高機関となり，内閣が国会に責任を負う（　G　）が導入された。新
憲法の制定にともない，民主主義の教育の基本を示す（　H　）などがつくられた。

下線部①に関し、このときの最高司令官は誰か、また、連合国軍最高司令官総司令部をアルファベッ
ト3文字で書きなさい。

労働者の民主化についても以下の法律が制定された、ア、イに当てはまる法律名をそれぞれ書きな
さい。

敗戦からまもなく、都市の駅前の焼けあとなどには、非合法の自由市場ができた、このことを何という
か、答えなさい。

目標時間

30分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

合計日付
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1節 戦後日本の発展と国際社会

第6章 現代の日本と世界

小計

（15）

（9） （10）
イ

（11） （12）
施行された日

　　　年　　　　月　　　　日

（14）

（1） （2）
A B C D

（3） （5）
アルファベット

（6） （7） （8）

公布された日

　　　年　　　　月　　　　日

（13）

ア

（4）
司令官

https://iidrill.com/


 

 
https://iidrill.com 

 

★★★ □ （1） Aに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （2） Bに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★ □ （3） Bの常任理事国ではない国をすべて選び記号で答えなさい。

★★★ □ （4） CとDに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★ □ （5） Eに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★ □ （6）

★★★★ □ （7） 下線部①の国民党と共産党を率いた人物をそれぞれ書きなさい。

★★★ □ （8） Fに当てはまる正式な国名を答えなさい。

★★★★ □ （9） 下線部②に関し、北緯何度線を境界に韓国と北朝鮮はわけられたか、答えなさい。

★★★ □ （10） 下線部②に関し、武力の統一をめざした北朝鮮が韓国に侵攻し，1950年に始まった戦争を答えなさい。

★★ □ （11） Gに当てはま語句を書きなさい。

★★★★ □ （12）

★★★★ □ （13） HとIに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★★ □ （14） Jに当てはまる語句を答えなさい。また、このときの内閣は誰か、答えなさい。

★★★ □ （15）

★★★★ □ （16）

★★★★ □ （17） 下線部③のことを何というか、また、このとき政権をに握った政党名を答えなさい。

★★★★★ □ （18） 日本国内では1954年にアメリカの水素爆弾の実験で被ばくした船の名前を答えなさい。

★★★★ □ （19）

1949年に西側陣営の軍事同盟を答えなさい、また1955年に結ばれた、東側陣営の軍事同盟は何か、
答えなさい。

次の文は「冷戦と独立の回復」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに答えなさい。

1945年10月，連合国は二度の世界大戦への反省から，（　A　）をつくった。（A）には，世界の平和と安全を維
持する機関として（　B　）が設けられ，しかし，連合国間の協調は長く，（　C　）主義を唱えるアメリカを中心とし
た西側陣営と，（　D　）主義を唱えるソ連を中心とした東側陣営に分裂した。両陣営の対立は，戦争までとは
いかなが厳しい対立状態にあり，これまでの戦争と比較して（　E　）と呼ばれていた。
　そのころ中国では，①国民党と共産党との間で内戦が再戦し、共産党が勝利した。そして，1949年に（　F　）
が成立した。朝鮮半島では，1948年に②南に大韓民国（韓国）と北に朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）が
成立した。
　第二次世界大戦後，多くの場所で植民地が独立を果たしたが,紛争や飢餓に悩まされる国が多く，先進工業
国との経済格差の問題が残された。この問題を（　G　）という。
　　（E）が激しくなると，東側陣営に対抗するために，アメリカは日本を西側陣営の一員にしようとした。そのた
め，これまでの占領政策の基本方針を経済復興を重視する方向へ転換された。また，在位アメリカ軍が朝鮮
戦争に出兵すると，（　H　）がつくられ，これが1954年に今の（　I　）となった。占領の長期化による反米感情を
避けるために，アメリカは日本との講和を急いだ。その結果，1951年，日本はアメリカなど48か国と（　J　）を
結んだ。その後，日本では③アメリカの冷戦政策を支持する政党が1955年の結成以来，38年間にわたって
政権をとり続けた。

ア　イギリス　　イ　フランス　　ウ　日本　　エ　中国　　オ　ソ連
カ　アメリカ　　キ　ドイツ　　ク　イタリア

朝鮮戦争が始まると、日本は大量の軍需物資が日本で調達され、日本の経済は好景気となった、この
ことを何というか、答えなさい。

Jと同時に、日本の安全と東アジアの平和を守るという理由から、占領終結後もアメリカ軍基地が日本
国内に残されることになった条約名を答えなさい。

J条約によって、日本は独立を回復したが、このときまだ、アメリカの統治のもとに置かれた場所はど
こか、書きなさい。

1960年にアメリカとの関係をより対等に強化することをめざして、新しい安保条約を結んだが、それに
対して激しい反対運動が起きた。このことを何というか、答えなさい。
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小計

（19）

（15） （16） （17） （18）
語句 政党

Ｈ Ｉ 語句 内閣

（8） （9） （10） （11）

（12） （13） （14）

（5） （6） （7）
西側 東側 国民党 共産党
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★★★★ □ （1） Aに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （2） 下線部①の西ヨーロッパ諸国は1967年に何を設立したか、答えなさい。

★★★ □ （3）

★★★★ □ （4）

★★★★ □ （5） 下線部②に関し、1956年に韓国政府を朝鮮半島の唯一の政府として承認した条約を答えなさい。

★★★★ □ （6）

★★★★ □ （7） 1978年に中国と右の資料1のような内容を結んだ条約名を答えなさい。

★★★★ □ （8） BとCに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★★ □ （9） 下線部③の非核三原則はどのような内容だったか、簡潔に書きなさい。

★★ □ （10） Dに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★ □ （11）

★★★★ □ （12）

★★★ □ （13）

★★★ □ （14） 公害に対し、1967年には何という法律が制定され、また、政府は何という丁を設置したか、答えなさい。

★★ □ （15） 下線部⑤のことを何というか、答えなさい。

次の文は「緊張緩和と高度経済成長」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに答え
なさい。

　冷戦下の緊張は，1950年代半ばから緩和していき，植民地の支配から独立した国々は，1955年の（　A　）
会議に見られるよう，平和共存をうったえた。①西ヨーロッパ諸国は、経済統合を進め、東ヨーロッパ諸国との
関係を改善した。
　西側陣営の一員として独立を回復した日本は，緊張感の中で，課題として残っていた②東側陣営やアジア
の国々との外交関係を築いていった。（　B　）内閣はアメリカ政府と交渉を進めた結果，1972年に（　C　）が日
本に復帰した。この過程で，③非核三原則が国の方針となった。
　1955年から1973年までの間，日本は年平均で約10％の成長を続けた。このことを（　D　）という。ところが，
（D）は様々な④社会問題を生み出した。⑤1973年には，第四次中東戦争をきっかけとして石油価格が上昇し
た。これにより、先進国は不況に入り、日本でも（D）は終わりを迎えることになった。

中国とソ連の支援を受ける北ベトナムや南ベトナム解放民族戦線とアメリカが戦った戦争を何という
か、答えなさい。

このころのエネルギー源について述べた文章である。アとイに当て
はまる語句をそれぞれ書きなさい。

この時期には技術革新が進み、鉄鋼や造船などの重化学工業が
主軸になり、おもなエネルギー源は（　ア　）から（　イ　）にかわった。

1968年にはある指標が資本主義国の中でもアメリカに次ぐ第2位となった。この指標を何というか、答
えなさい。

下線部②に関し、1956年にソ連との国交が回復した宣言を答えなさい。また、そのときの内閣を答え
なさい。

下線部②に関し、1972年に中国との国交が正常化した声明を答えなさい。また、そのときの内閣を答
えなさい。

下線部④の社会問題に関し、大気汚染や水質汚濁などの問題が深刻化した。このとき四大公害裁判
が行われたが、そのうちの一つを挙げよ。

3

第1条 両締約国は、主権及

び領土保全の相互尊重、相
互不可侵、内政に対する相

互不干渉、平等及び互恵並

びに平和共存の諸原則の基

礎のうえに、両国間の恒久的

な平和友好関係を発展させ

るものとする。

資料1

小計

法律 庁

ア イ
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（8） （9）
Ｂ Ｃ
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語句 内閣
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語句 内閣
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