
【FdData中間期末：中学歴史：戦後】 
[独立の回復と55年体制] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 

[独立の回復] 
[問題](1学期中間) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
 1951 年，吉田茂内閣はアメリカなど

48か国と( ① )条約を結び，この条約

が発効した 1952 年に日本はようやく独

立を回復した。しかし，ソ連などの東側

陣営や，日本が侵略したアジアの国々の

多くとの講和は実現しなかった。(①)条
約と同時に，日本に対する武力攻撃を防

ぎ，東アジアの平和を維持するために，

アメリカと( ② )条約を結んだ。(②)
条約により，占領終結後も沖縄県などに

アメリカ軍基地が残されることになった。 
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[解答]① サンフランシスコ平和 
② 日米安全保障 
[解説] 
 
 
 
 
 
占領
せんりょう

の長期化が反米感情を高めること

をおそれたアメリカは，日本との講和
こ う わ

を

急いだ。1951年，吉
よし

田茂
だしげる

内閣はアメリカ

など 48 か国とサンフランシスコ平和条

約を結び，この条約が発効
はっこう

した 1952 年

に日本はようやく独立を回復した。しか

し，ソ連などの東側陣営の国は条約に反

対して調印せず，戦争の最大の被害国で

ある中国は会議に招かれなかった。 



日本が侵略
しんりゃく

したアジアの国の多くとの

間では講和は実現しなかった。また，日

本に対する武力攻撃を防ぎ東アジアの平

和を維持するために，アメリカと日米
にちべい

安全
あんぜん

保障
ほしょう

条約
じょうやく

(安保
あ ん ぽ

条約)が結ばれた。こ

の条約により，占領終結後も沖縄県など

にアメリカ軍基地が残されることになっ

た。 
※出題頻度：「吉田茂〇」「サンフランシ

スコ平和条約◎」「日米安全保障条約◎」 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 占領の長期化が

反米感情を高め

ることをおそれ

たアメリカは，

日本との講和を急いだ。1951年，日

本はアメリカなど 48 か国と講和条

約を結び，この条約が発効した1952
年にようやく独立を回復した。この

条約を何というか。 
(2) 日本の全権として(1)に調印している，

右の資料の人物は誰か。 
(3) 次の[  ]の中から，この条約に調印

しなかった国を1つ選べ。 
[ オーストラリア ソ連 フランス 

イギリス ] 



(4) (1)と同時に，日本に対する武力攻撃

を防ぎ，東アジアの平和を維持する

ために，日本がアメリカと結んだ条

約は何か。 
 
[解答](1) サンフランシスコ平和条約 

(2) 吉田茂 (3) ソ連 (4) 日米安全保

障条約 
 



[問題](前期中間) 
 次の資料について，各問いに答えよ。 
A 陸軍・空軍及び海軍を日本国及びそ

の付近に配備する権利を，日本国は許

与し･････この軍隊は，極東における

国際の平和と安全の維持に寄与し，並

びに一または二以上の外部の国によ

る･･･外部からの武力攻撃に対する日

本国の安全に寄与するために使うこ

とができる。 
B 日本国と各連合国との間の戦争状態

は，この条約が効力を生ずる日に終了

する。･･･連合国は，日本国とその領

海に対する日本国民の完全な主権を

承認する。･･･日本は( X )の独立を

認め，台湾・千島列島・南樺太等に対

する権利を放棄する。 



C 日本国民をだまして世界征服にのり

出させた者の権力と勢力は永久にと

りのぞかれなければならない。日本国

の主権は，本州・北海道・九州・四国

とわれらが決定する諸小島に限られ

る。 
(1) 1951年に日本が結んだ，平和条約を

上のA～Cから選べ。 
(2) (1)の平和条約を結ぶための講和会

議が開かれた都市はどこか。 
(3) (1)の平和条約に調印した当時の日

本の首相は誰か。 
(4) (1)の平和条約は日本と 48 か国との

間で調印された。会議には日本以外

に 51 か国が参加したが，調印しな

かった国を1つ答えよ。 
 



(5) BのＸにあてはまる語句を答えよ。 
(6) (1)と同時に日本がアメリカと結ん

だ条約の名前を答え，上の A～C か

ら選べ。 
(7) (5)の条約で現在もアメリカ軍が駐

留し，それをめぐる問題が起こって

いる都道府県はどこか。 
 
[解答](1) B (2) サンフランシスコ 
(3) 吉田茂 (4) ソ連 (5) 朝鮮 
(6) 日米安全保障条約，A (7) 沖縄県 
[解説] 
A は日米安全保障条約，B はサンフラン

シスコ平和条約，C はポツダム宣言であ

る。 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) サンフランシスコ平和条約が結ばれ

た後で，日本の立場は国際上どのよ

うに変化したか，「回復」「復帰」と

いう語句を使って簡単に説明せよ。 
(2) 1951 年にアメリカともう一つの条

約が締結された。 
① 何という条約か。 
② そのときの日本の内閣総理大臣

を答えよ。 
② その条約に関する次のア～エの

文章のうち，不適切なものを 1
つ選び記号で答えよ。 
ア この条約で日本にアメリカ

軍が駐留することが決まっ

た。 



イ この条約で沖縄県以外にア

メリカ軍が駐留しないこと

が決まった。 
ウ この条約から 10 年後の

1960 年，日米新安全保障条

約成立前には激しい闘争が

日本中で繰り広げられた。 
エ この条約締結の背景にはア

ジア諸国周辺の社会主義国

家成立が影響している。 
[解答](1) 日本は独立を回復し，国際社会

に復帰した。 (2)① 日米安全保障条約 
② 吉田茂 ③ イ 
 



[55年体制] 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1955年以降，自由民主党を与党とし，

社会党を主要野党とする体制が続い

たが，この体制を何というか。 
(2) 1960 年の日米安全保障条約の改定

で，自由民主党の岸信介内閣は，ア

メリカとの関係を強化することをめ

ざして，新しい条約を結んだ。これ

に対し激しい反対運動が起こったが，

それを何闘争というか。 
 
[解答](1) 55年体制 (2) 安保闘争 



[解説] 
 
 
 
 
独立回復後の 1955 年，日本では政党に

新しい動きが起こり，保守
ほ し ゅ

勢力
せいりょく

が自由
じ ゆ う

民主党
みんしゅとう

(自民党
じみんとう

)，革新
かくしん

勢力が日本社会党

(社会党)を結成した。それから長く続く，

自民党を与党とし，社会党を主要野党と

する55年体制が始まった。 
自民党と社会党の対立の頂点は，1960
年の日米安全保障条約(安保条約)の改定

であった。自民党の岸
きし

信介
のぶすけ

内閣は，アメ

リカとの関係を強化することをめざして，

新しい安保条約を結んだ。 
 



これに対し，安保
あ ん ぽ

闘争
とうそう

という激しい反対

運動が起こり，岸内閣は，条約成立後に

退陣した。 
※出題頻度：「自由民主党△」 
「55年体制△」「安保闘争△」 
 



[問題](前期中間) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
独立回復後の 1955 年，日本では政党

に新しい動きが起こり，保守勢力が

( ① )党，革新勢力が社会党を結成し

た。それから長く続く，(①)党を与党と

し，社会党を主要野党とする( ② )年
体制が始まった。(①)党と社会党の対立

の頂点は，1960年の( ③ )条約の改定

であった。(①)党の岸信介内閣は，アメ

リカとの関係を強化することをめざして，

新しい(③)条約を結んだ。これに対し，

( ④ )闘争という激しい反対運動が起

こり，岸内閣は，条約の発効後に退陣し

た。 
[解答]① 自由民主(自民) ② 55 
③ 日米安全保障(安保) ④ 安保 



【各ファイルへのリンク】 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
 [古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 
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