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[要点] 
(1) 選挙制度が改正されて20歳以上の男女に選挙権が与えられた。日本国憲法は，1946

年11月3日に公布され，1947年5月3日に施行された。経済を民主化するために財閥
ざいばつ

解体
かいたい

が実施され，封建的な地主・小作制度を改めるために農地改革が行われた。さ

らに，労働者の権利を守るために，労働基準法や労働組合法が制定され，民主的な

教育を行うために，教育基本法が制定された 
(2) 1945年に国際連合が成立した。戦後，アメリカを中心とした資本主義陣営とソ連を

中心とした社会主義陣営の間の対立が激しくなった。この二大陣営の間の戦火を交

えない争いは「冷たい戦争」と呼ばれた。中国では1949年に毛沢東
もうたくとう

を主席とする中華
ちゅうか

人民
じんみん

共和
きょうわ

国
こく

が成立した。 
(3) 1950年に朝鮮戦争がおこり，アメリカは日本に警察予備隊をつくらせた。日本は，

1951年に48か国との間に，サンフランシスコ平和条約を結んで独立を回復した。同

時にアメリカとの間に日米安全保障条約を締結した。1956年には，ソ連との国交を

回復し，日ソ共同宣言を発表した。これによって，日本は国際連合への加盟が認め

られた。 
 
[要点確認] 
(1) 選挙制度が改正されて(     )歳以上の(     )に選挙権が与えられた。(      )憲法

は，1946年11月3日に公布され，1947年5月3日に施行された。経済を民主化するた

めに(      )解体が実施され，封建的な地主・小作制度を改めるために(       )
が行われた。さらに，労働者の権利を守るために，労働基準法や労働組合法が制定

され，民主的な教育を行うために，(       )法が制定された 
(2) 1945年に国際連合が成立した。戦後，アメリカを中心とした資本主義陣営とソ連を

中心とした社会主義陣営の間の対立が激しくなった。この二大陣営の間の戦火を交

えない争いは「(      )戦争」と呼ばれた。中国では1949年に(      )を主席とする

(        )国が成立した。 
(3) 1950年に(      )戦争がおこり，アメリカは日本に(       )隊をつくらせた。日本

は，1951年に48か国との間に，(        )条約を結んで独立を回復した。同時に

アメリカとの間に(        )条約を締結した。1956年には，(      )との国交を回

復し，日ソ共同宣言を発表した。これによって，日本は国際連合への加盟が認めら

れた。 
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[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

(1) 戦後日本は占領下に置かれたが，GHQの最高司令官
さいこうしれいかん

として来日したのは誰か。 
(2) 改正された憲法の正式名称は何か。 

(3) (2)の公布
こ う ふ

は何年何月何日か。 
(4) (2)の施行

し こ う

は何年何月何日か。 
(5) (2)の三大原則は何か。 
(6) (2)では天皇を日本国の何と定めているか。 
(7) 戦後選挙権の資格はどうなったか。 
[解答](1) マッカーサー  (2) 日本国憲法 (3) 1946年11月3日 (4) 1947年5月3日 (5) 

基本的人権の尊重，国民主権
しゅけん

，平和主義 (6) 象徴
しょうちょう

 (7) 20歳以上の男女 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 戦争が終わるとともに，連合国軍が日本に入ってきた。どこの国が中心となった軍

隊か。 
(2) マッカーサーを司令長官として，日本の政治の方針を指令した連合国軍最高司令官

総司令部の略称をアルファベット 3 文字で答えよ。 
(3) 戦争責任者を裁くために開かれた裁判は何か。 
(4) 日本国憲法の制定の過程として正しいものを，ア～エから 1 つ選び記号で答えよ。 

ア 連合国軍最高司令官総司令部が作成し，政府の考えはいっさい排除された。 
イ 憲法改正案が国民から募集され，政府によって修正された。 
ウ 連合国軍最高司令官総司令部が示した憲法改正案にもとづいて，政府が作成し

た。 
エ 政府が作成したものを，連合国軍最高司令官総司令部が一部修正した。 

(5) 日本国憲法では，誰を主権者と定めているか。 
(6) 天皇が自分は神の子孫ではないという宣言を出したが，この宣言を何と言うか。 
(7) 1945 年に選挙制度が改正された結果，1946 年の全人口に対する有権者数の割合は

大幅に増加した。その理由を，資格改正の点から説明せよ。 
[解答](1) アメリカ (2) GHQ (3) 東京裁判 (4) ウ (5) 国民 (6) 人間宣言 (7) 女
性に選挙権があたえられ，年齢による資格が 25 歳以上から 20 歳以上に改正されたから。 

 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

(1) 自作農を増やし，封建
ほうけん

的な地主・小作制度を改めた改革は何か。 
(2) 経済を民主化し自由競争をさかんにするために実施された政策は何か。 

(3) 労働者の団結権
だんけつけん

・団体交渉権・争議権などを定めた法律は何か。 
(4) 民主的な教育を行うために 1947 年制定された法律は何か。 

[解答](1)農地改革
の う ち か い か く

 (2) 財閥解体
ざ い ば つ か い た い

 (3) 労働組合法 (4) 教育基本法 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 農地改革によって，農家はどのように変わったか。次の言葉を使って説明せよ。 

[ 小作農，自作農 ]  
(2) 事業の独占を防ぐために作られた法律は何か。 
(3) (2)の法律の運営を行うために設置された組織は何か。 
(4) 労働組合法に定められている 3 つの労働者の権利は何か。 
(5) 労働時間 8 時間などを定めた法律は何か。 
(6) 社会主義者の活動をおさえるための法律が廃止されたが，何という法律か。 
(7) 新憲法に沿って，1947 年に制定された地方政治に関する法律は何か。 

[解答](1) 小作農が減少して，自作農が増えた。 (2) 独占禁止法
どくせんきんしほう

 (3) 公正取引委員会 

(4) 団結権，団体交渉権，団体行動権(争議権) (5) 労働基準法 (6) 治安維持法
ち あ ん い じ ほ う

 (7) 
地方自治法
ち ほ う じ ち ほ う

 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1945年に51の加盟国によって作られた国際組織は何か。 
(2) 第二次世界大戦後の国際社会で，超大国として大きな力を発揮した 2 つの国はどこ

か。 
(3) 資本主義圏と社会主義圏の戦火を交えない争いは何とよばれたか。 
(4) 1949年，中国で成立した社会主義国は何か。 
(5) (4)は誰を主席として成立したか。 

[解答](1) 国際連合 (2) アメリカとソ連 (3) 冷たい戦争(冷戦) (4) 中華人民共和国
ち ゅ う か じ ん み ん き ょ う わ こ く

 

(5) 毛沢東
もうたくとう

 
 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 国際連合の本部はどこにおかれたか。都市名を答えよ。 
(2) 国際連合が作られた目的を説明せよ。 
(3) 国際連合の中心機関となっている理事会は何か。 
(4) 戦後，独立した国が多かった地域はどこか。 
(5) アメリカは資本主義体制をとっていたが，ソビエト連邦の国家体制は何であったか。 
(6) 米ソの対立の中で分割された国を 1 つ答えよ。ただし朝鮮はのぞく。 
(7) 次のア～エの国は①アメリカ，②ソビエト連邦のどちらの陣営か。①・②で答えよ。 

ア イギリス  イ 中華人民共和国  ウ キューバ  エ フランス 
(8) 1949年にできた資本主義国の軍事同盟は何か。 
(9) アメリカや西ヨーロッパ諸国に対抗して，ソ連は，1955年，(  )機構をつくった。 
(10) 中国では日本との戦争が終わると再び内戦が始まったが，どことどこの争いで，そ

れぞれの指導者は誰か。 

[解答](1) ニューヨーク (2) 平和の維持 (3) 安全保障理事会
あ ん ぜ ん ほ し ょ う り じ か い

 (4) アジア (5) 社会主

義 (6) ドイツ (7)ア ① イ ② ウ ② エ ① (8) NATO(北大西洋条約機構) (9) 
ワルシャワ条約 (10) の国民政府と毛沢東

もうたくとう

の共産党 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1950年にアジアで起こった戦争は何か。 
(2) 朝鮮戦争の後，アメリカが日本に作らせた組織で，現在の自衛隊の前身となったも

のは何か。 

(3) 日本はある条約に調印して独立国としての主権
しゅけん

を取りもどした。この条約は何か。 
(4) (3)のときの日本の首相は誰か。 
(5) (3)と同時に，アメリカと結んだ条約は何か。 
[解答](1) 朝鮮戦争 (2) 警察予備隊 (3) サンフランシスコ平和条約 (4) 吉田茂 (5) 

日米安全保障
にちべいあんぜんほしょう

条約 
 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 朝鮮では 1948 年に 2 つの国に分かれた。北朝鮮，南朝鮮はそれぞれ何という国に

なったか。 
(2) 分割占領する時に使われた，緯線は北緯何度の緯線か。 
(3) 朝鮮戦争が始まったのは何年か。 
(4) 朝鮮戦争のとき，北朝鮮を助けた国はどこか。 
(5) 朝鮮戦争は，当時のわが国の経済に大きな影響を与えた。この戦争が与えた影響を

説明せよ。 
(6) 朝鮮戦争の後，アメリカが日本に作らせた警察予備隊は，現在では何という組織に

なっているか。 
(7) 日米安全保障条約で現在も多くのアメリカ人が駐留し，それをめぐる問題が起こっ

ている都道府県はどこか。 
(8) サンフランシスコ平和条約によって，日本の国際的な立場はどう変化したか，説明

せよ。 

[解答](1)北朝鮮：朝鮮民主主義人民共和国 南朝鮮：大韓民国
だ い か ん み ん こ く

 (2) 北緯38度線 (3) 
1950年 (4) 中華人民共和国 (5) 大量の軍需品がわが国で調達され，特需景気と呼ば

れる好景気になった。 (6) 自衛隊 (7) 沖縄県 (8) 主権(独立)を回復した。 

 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 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言うか。 
(2) (1)はインドネシアの何という都市で開かれたか。 
(3) 1956 年，ソビエトとの国交を回復したときに出された宣言は何か。 
(4) ソビエトと国交を回復した年に，わが国はある国際組織への加盟が認められ，国際

社会に復帰した。この国際組織を何というか。 
(5) 1960 年に独立した国が多かったのはどの地域か。 
[解答](1) アジア・アフリカ会議 (2) バンドン (3) 日ソ共同宣言 (4) 国際連合 (5) 
アフリカ 

 
 
 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1954 年，アメリカは( ① )環礁で水爆実験を行った。このとき，( ② )という

マグロ漁船が被爆した。このできごとがきっかけで，その後毎年，( ③ )大会が

開かれるようになった。 
(2) 日本が唱えている，核兵器を「つくらず・もたず・もちこませず」という原則を何

というか。 
(3) 核軍縮をめざして，1963年に成立し，多くの国々によって結ばれた条約は何か。 
(4) インドシナ半島で戦われ，アメリカが介入した戦争を何というか。 
(5) アラブ諸国とイスラエルの間でたびたびおこった戦争を何というか。 

[解答](1)① ビキニ ② 第五福
ふく

竜
りゅう

丸
まる

 ③ 原水爆禁止世界 (2) 非核三原則
ひかくさんげんそく

 (3) 部分的

核実験停止条約 (4) ベトナム戦争 (5) 中東戦争
ちゅうとうせんそう
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