
【FdData中間期末：中学歴史：現代】 
[60～70年代の国際関係] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[原水爆禁止運動] 
[問題] 

1954 年にアメリカが太平洋のビキニ

環礁で行った水爆実験で，日本のまぐろ

漁船の( X )が放射能をもつ死の灰を

あびた。この事件がきっかけとなり，広

島で第1回原水爆禁止世界大会が開かれ

た。文中のXに適語を入れよ。 
 
[解答]第五福竜丸 
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[解説] 
 
 
 
 
1954年，アメリカはビキニ環礁

かんしょう

で水爆
すいばく

実験を行い，現地付近の島民や日本の第

五福
ふく

竜
りゅう

丸
まる

という漁船などが被害を受け

た。このころソ連も水爆の開発に成功し

ており，アメリカとソ連は核兵器の開発

競争を行った。アメリカのビキニ環礁で

の水爆実験以降，核兵器開発に対する反

対運動が高まり，翌 1955 年には広島で

第1回原水爆禁止世界大会が開催された。 
※出題頻度：「ビキニ環礁で水爆実験△」

「第五福竜丸〇」「原水爆禁止世界大会

△」 



[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
アメリカが太平洋の( ① )環礁で行

った( ② )実験で，日本のまぐろ漁船

の( ③ )が放射能をもつ死の灰をあび

た。このできごとがきっかけで，その後

毎年，( ④ )世界大会が開かれるよう

になった。 
 
[解答]① ビキニ ② 水爆 
③ 第五福竜丸 ④ 原水爆禁止 
 



[アジア・アフリカ会議] 
[問題] 
 第二次世界大戦後，アジアとアフリカ

では，植民地であった多くの国が独立し

た。これらの国々は，1955年にインドネ

シアのバンドンで( X )会議を開き，帝

国主義の植民地支配反対と平和を守るこ

となどを決めた。文中のXに適語を入れ

よ。 
 
[解答]アジア・アフリカ 
[解説] 
 
 
 



第二次世界大戦後，アジアとアフリカで

は多くの国が植民地支配から独立した。

これらの国々は，1955年にインドネシア

のバンドンで，アジア・アフリカ会議を

開き，帝国主義の植民地支配反対と平和

を守ることなどを決めた。 
※出題頻度：「アジア・アフリカ会議〇」

「インドネシアのバンドン△」 
 



[問題](1学期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 第二次世界大戦後に多くの国が独立

した地域を次の[  ]から2 つ選べ。 
[ ヨーロッパ アジア 北アメリカ 
 アフリカ ] 

(2) 新しく独立した国々が 1955 年にイ

ンドネシアで開いた会議を何という

か。 
(3) (2)はインドネシアの何という都市で

開かれたか。 
 
[解答](1) アジア，アフリカ 
(2) アジア・アフリカ会議 (3) バンドン 
 



[日ソ共同宣言] 
[問題](1学期中間) 

1956 年，日本とソ連は( X )宣言に

調印して国交を回復した。同年，日本は

ソ連の支持も受けて国際連合に加盟し，

国際社会に復帰した。文中のXに適語を

入れよ。 
 
[解答]日ソ共同 
[解説] 
1951年，サンフラ

ンシスコ平和条約

が結ばれ，日本は

1952 年に独立を

回復した。同年，日本は国際連合への加

盟を申請したが，安全保障理事会におい

てソ連が拒否権を行使したため加入がで



きなかった。1956年，鳩山
はとやま

一郎
いちろう

内閣によ

って日
にっ

ソ共同
きょうどう

宣言
せんげん

が調印され，ソ連との

国交が回復した。同年，日本はソ連の支

持も受けて国際連合に加盟し，国際社会

に復帰した。 
※出題頻度：「日ソ共同宣言〇」「ソ連と

国交回復△」「国際連合へ加入〇」 
 
[問題](後期中間) 
 次の文中の①～③に適語を入れよ。 

1956 年，鳩山一郎内閣によって

( ① )宣言が調印され，( ② )との国

交が回復した。同年，日本は(②)の支持

も受けて( ③ )に加盟し，国際社会に

復帰した。 
 
 



[解答]① 日ソ共同 ② ソ連 
③ 国際連合(国連) 
 
[問題](後期中間) 
 国際連合に日本が加盟したのは 1956
年である。加盟が実現した理由をこの年

の出来事を 
ふまえて説明せよ。 
 
[解答]1956年，日本とソ連は日ソ共同宣

言に調印して国交を回復した。これによ

って，日本はソ連の支持も受けて国際連

合に加盟した。 
 



[問題](1学期期末) 
 次のア～エの出来事を起こった順に並

び替えよ。 
ア 日ソ共同宣言により日本とソ連の国

交が回復する。 
イ 日米安全保障条約が結ばれる。 
ウ 朝鮮戦争が始まる。 
エ 日本が国際連合に加盟する。 
 
[解答]ウ→イ→ア→エ 
[解説] 
ウ(1950 年)→イ(1951 年)→ア(日ソ共同

宣言1956年)→エ(国連加盟1956年) 
 



[キューバ危機・ベトナム戦争] 
[問題] 
 1962年，ソ連がキューバに核ミサイル

基地を建設していることから起きたキュ

ーバ危機は，核戦争の寸前で解決された。

東南アジアでは，ソ連と中国が支援する

勢力とアメリカが戦う( X )戦争が激

化した。西ヨーロッパ諸国は，1967年に

ヨーロッパ共同体(EC)を設立する 
一方，1970年代前半に東ヨーロッパ諸国

との関係を改善した。文中のXに適語を

入れよ。 
 
[解答]ベトナム 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1962年，ソ連がキューバに核ミサイル基

地を建設していることを察知
さ っ ち

したアメリ

カは，キューバの海上
かいじょう

封鎖
ふ う さ

を行った。こ

のキューバ危機
き き

は，米ソ間の核
かく

戦争
せんそう

が起

こる寸前
すんぜん

で回避
か い ひ

された。この事件をきっ

かけとして，アメリカとソ連は首脳
しゅのう

間の

直通電話(ホットライン)を設置し，急速



に関係を改善していき，緊張
きんちょう

緩和
か ん わ

が本格

化した。 
西ヨーロッパ諸国は，1967年にヨーロッ

パ共同体(EC)を設立する一方，1970 年

代前半に東ヨーロッパ諸国との関係を改

善した。 
1965年，アメリカは南ベトナムを支援

し え ん

し

て北ベトナムへの激しい爆撃
ばくげき

と地上軍の

派遣
は け ん

を行いベトナム戦争が激化した。世

界各地で反戦運動が高まる中，アメリカ

は，ソ連と対立していた中国との関係を

改善し，1973年にベトナムから撤退
てったい

する

と，緊張緩和はアジアにも広がった。 
※出題頻度：「キューバ危機△」 
「ベトナム戦争〇」「EC△」 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1962年，ソ連が右

図のXの国に核ミ

サイル基地を建設

していることを発

見したアメリカが海上封鎖を行い，

米ソ間の対立が核戦争の一歩手前ま

で来てその寸前で回避された。この

事件を何というか。 
(2) 西ヨーロッパ諸国は，1967年にヨー

ロッパ共同体を設立したが，ヨーロ

ッパ共同体の略称をアルファベット

2字で答えよ。 
(3) アメリカは南ベトナムを支援し，

1965 年に北ベトナムへの激しい爆

撃と地上軍の派遣を行った。この戦

争を何というか。 



[解答](1) キューバ危機 (2) EC 
(3) ベトナム戦争 
 
 
[沖縄の日本復帰] 
[問題](1学期期末) 
 次の文の①，②に適語を入れよ。 
 1972年，佐藤栄作内閣のとき，それま

でアメリカの統治下におかれていた

( ① )が日本に返還された。アメリカ

軍の基地を残したままの返還であったが，

この過程で，核兵器を「持たず，つくら

ず，持ちこませず」という( ② )が国

の方針になった。 
 
[解答]① 沖縄 ② 非核三原則 
 



[解説] 
 
 
 
 
サンフランシスコ平和条約で，沖縄

おきなわ

はア

メリカの統治下
と う ち か

に置かれていたが，佐藤
さ と う

栄作
えいさく

内閣はアメリカ政府と交渉を進め，

1972 年 5 月に，沖縄の日本への復帰
ふ っ き

が

実現した。この過程で，核兵器を「持た

ず，つくらず，持ちこませず」という非核
ひ か く

三原則
さんげんそく

が国の方針になった。 
※出題頻度：「沖縄の日本復帰〇」 
「佐藤栄作△」「非核三原則〇」 
「持たず，つくらず，持ちこませず〇」 



[問題](3学期) 
1972年，それまでアメリカの統治下に

おかれていた沖縄が日本に返還されたが，

その過程で，国の方針として定められた

非核三原則とは何か。「核兵器を」に続け

て書け。 
 
[解答]核兵器を持たず，つくらず，持ち

こませず。 
 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1972年に，アメリカから日本に復帰

した地域はどこか。 
(2) (1)が日本に復帰したときの内閣総理

大臣は誰か。 
(3) (1)の過程で，核兵器に関する原則が

定められた。何という原則か。漢字

5字で答えよ。 
(4) (3)の内容を書け。 
(5) (1)が日本に復帰した後も問題になっ

ていることは何か。「基地」という語

句を使って説明せよ。 
[解答](1) 沖縄 (2) 佐藤栄作 (3) 非核

三原則 (4) 核兵器を持たず，つくらず，

持ちこませず。 (5) 返還後もアメリカ

軍基地が残ったこと。 



[韓国・中国との国交正常化] 
[問題](前期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 

1965年，日本は韓国と( ① )条約を

結び，韓国政府を朝鮮半島の唯一の合法

的な政府として承認した。日本と中国は

国交断絶の状態が続いていたが，1972
年に日中共同声明に調印し，国交が正常

化した。さらに，1978年に( ② )条約

を結び，関係が深まった。 
 
[解答]① 日韓基本 ② 日中平和友好 
[解説] 
 
 
 
 



東南アジア諸国との賠償
ばいしょう

問題は，1950
年代末までにおおむね解決された。また，

韓国とは，1965 年に日韓
にっかん

基本
き ほ ん

条約
じょうやく

を結

び，韓国政府を朝鮮半島の唯一の政府と

して承認
しょうにん

し，賠償問題も解決された。 
中国とは，1972 年に田中角栄

かくえい

内閣が

日中
にっちゅう

共同
きょうどう

声明
せいめい

によって国交を正常化し

た。このとき，中国から日本へパンダが

贈られた。さらに，1978年には日中
にっちゅう

平和
へ い わ

友好
ゆうこう

条約
じょうやく

が結ばれた。 
※出題頻度：「日韓基本条約◎」 
「日中共同声明〇」「パンダ△」 
「日中平和友好条約◎」 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1965 年に日本が韓国と結んだ条約

は何か。 
(2) 1972 年に日本は中国との国交を正

常化したが，①このとき出された声

明を何というか。②また，このとき

に中国から上野動物園に寄贈された

動物は何か。 
(3) 1978 年に日本が中国と結んだ条約

は何か。 
 
[解答](1) 日韓基本条約 
(2)① 日中共同声明 ② パンダ 
(3) 日中平和友好条約 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次のA～Eを年代順に並べ替えよ。 
A 韓国と日韓基本条約を結んだ。 
B ソ連と日ソ共同宣言を調印した。 
C アメリカなどとサンフランシスコ 
  平和条約を結んだ。 
D 中国と日中平和友好条約を結んだ。 
E 中国と日中共同声明によって国交を

正常化。 
 
[解答]C→B→A→E→D 
[解説] 
C(1951 年サンフランシスコ平和条約)→
B(1956 年日ソ共同宣言)→A(1965 年日

韓基本条約)→E (1972 年日中共同声明)
→D(1978年日中平和友好条約) 
 



【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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