
昭 和 時 代 （ 1 ）  

□001
1920年（大正9年）に日本で発生した不景気を何という
か

☆☆ 戦後恐慌

□002
孫文の建てた革命政府を元に、1925年に成立した中華民
国の政府は何か

☆ 国民政府

□003 中国で1927年から始まった内戦は何か
☆ 第一次国共内戦

□004
政友会と並ぶ2大政党として濱口雄幸・若槻礼次郎内閣を
組織した政党は何か

☆☆ 立憲民政党

□005 日本陸軍の中で、満州全体を統括した軍は何か
☆☆☆ 関東軍

□006 満州事変を調査するために国際連盟が派遣したものは何か
☆☆☆☆ リットン調査団

□007
戦争を外交問題解決の手段とし、軍事力を優先する国家の
思想は何か

☆☆☆ 軍国主義

□008
世界恐慌から脱却するために、アメリカが取った政策は何
か

☆☆☆ ニューディール政策

□009
世界恐慌から脱却するために、イギリス・フランスが取っ
た政策は何か

☆☆ ブロック経済

□010 世界恐慌から脱却するために、ソ連が取った政策は何か
☆ 5カ年計画

□011
第一次世界大戦後のイタリアから発生した、全体主義・軍
国主義的な思想は何か

☆☆☆☆ ファシズム

□012 1933年にドイツで政権を取った政党は何か
☆☆☆☆☆ ナチス（国家社会主義

労働者党）

□013
国家総動員法施行後の日本で、米など食料類を統制した制
度は何か

☆☆☆ 配給制

□014
太平洋戦争に向けてすべての政党が協力して内閣を組織し
たことを何というか

☆☆ 挙国一致

□015
日本の海外侵略を正当化するスローガンとされた「世界を
1つの家に」を意味する言葉は何か

☆ 八紘一宇
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□016
1940年（昭和15年）に多くの記念行事で祝われたのは何
か

☆ 紀元2600年（皇紀
2600年）

□017 1940年（昭和15年）に日本が結んだ対外同盟は何か
☆☆☆☆ 日独伊三国同盟

□018 第二次世界大戦で日本の参加した陣営を何というか
☆☆☆ 枢軸国

□019
1930年代後半以降、日本に対して取られた経済制裁を日
本では何と呼んだか

☆☆ ABCD包囲網

□020
1941年（昭和16年）11月にアメリカが日本に出した外交
文書は何か

☆☆ ハル・ノート

□021
太平洋戦争で日本が提唱した、アジア諸国の国家連合は何
か

☆☆☆ 大東亜共栄圏

□022
関東軍に所属し、生物兵器の人体実験などを行ったとされ
る部隊は何か

☆ 731部隊

□023
日本領となった台湾や朝鮮で行われた日本への同化教育は
何か

☆ 皇民化政策

□024
氏を持たなかった朝鮮人に日本風の氏名をつけた政策は何
か

☆☆☆ 創氏改名

□025
太平洋戦争中、中等学校以上の学生を軍事工場や食料生産
に従事させた政策は何か

☆☆☆☆ 学徒動員（勤労動員）

□026
太平洋戦争中、徴兵が免除されていた大学生を徴兵した政
策は何か

☆☆☆ 学徒出陣

□027
国家総動員法により徴発されたものを、現在の朝鮮では何
とよぶか

☆☆ 強制連行

□028
太平洋戦争末期の日本軍で、飛行機による艦船への体当た
り攻撃を行った部隊を何というか

☆☆ 神風特攻隊

□029
多くの犠牲者を出した、沖縄第一女子高の生徒による看護
部隊は何か

☆☆ ひめゆり隊

□030
沖縄戦で多く見られた、民間人が捕虜になることを嫌って
行った行為は何か

☆☆ 集団自決

□031 アメリカ軍爆撃機による日本本土への攻撃を何というか
☆☆☆☆ 空襲
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□032 アメリカ軍が日本本土への攻撃に用いた大型爆撃機は何か
☆☆☆ B-29

□033
太平洋戦争末期に、都市部への攻撃を避けるために学童が
地方へ避難したことを何というか

☆☆☆☆ 疎開

□034 広島・長崎に投下されたアメリカ軍の新型兵器は何か
☆☆☆☆☆ 原子爆弾

□035 太平洋戦争終結のため日本がとった手段は何か
☆☆☆☆☆ 無条件降伏

□036 太平洋戦争の終戦を国民に知らせたものは何か
☆☆☆☆ 玉音放送

□037
1931年（昭和6年）に南満州鉄道の線路が爆破された場
所はどこか

☆☆☆☆☆ 柳条湖

□038 柳条湖事件の後、日本が中国北東部に建国した国はどこか
☆☆☆ 満州国

□039
1937年（昭和12年）に日本軍と中国軍が衝突した場所は
どこか

☆☆☆☆☆ 盧溝橋

□040
1937年（昭和12年）に日本が占領した中華民国の首都
で、虐殺事件があったとされるのはどこか

☆☆☆ 南京

□041
1939年にドイツ軍が侵攻し、第二次世界大戦が始まった
場所はどこか

☆☆ ポーランド

□042
1940年（昭和15年）から日本軍が進出した、現在のベト
ナム・カンボジアを当時は何とよんだか

☆☆ フランス領インドシナ
（仏印）

□043
1941年（昭和16年）12月8日、日本軍が攻撃したアメリ
カ軍の基地がある港湾はどこか

☆☆☆☆☆ 真珠湾

□044
1941年（昭和16年）12月8日、日本軍が進行したイギリ
ス領はどこか

☆☆ マレー半島

□045
イギリス軍の東南アジアにおける拠点で、太平洋戦争開戦
当初に日本軍が占領したのはどこか

☆☆ シンガポール

□046
1944年（昭和19年）にアメリカ軍に攻略され、B29の出
撃拠点とされた南洋の島はどこか

☆☆☆ サイパン

□047
1945年（昭和20年）3月にアメリカ軍に占領された日本
領の島はどこか

☆☆ 硫黄島
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□048
1945年（昭和20年）3月10日に大空襲を受けた都市はど
こか

☆☆☆☆☆ 東京

□049
1945年（昭和20年）6月にアメリカ軍に占領された日本
領の島はどこか

☆☆☆☆☆ 沖縄

□050
1945年7月にアメリカ・ソ連・イギリスの指導者が会談
を行ったドイツの都市はどこか

☆☆☆ ポツダム

□051
1945年（昭和20年）8月6日に原子爆弾が投下された都市
はどこか

☆☆☆☆☆ 広島

□052
1945年（昭和20年）8月9日に原子爆弾が投下された都市
はどこか

☆☆☆☆☆ 長崎

□053
1945年（昭和20年）8月9日に中立条約を破って日本を攻
撃した国はどこか

☆☆☆☆ ソ連

□054 日本の敗戦を国民に伝えたのは誰か
☆☆☆☆☆ 昭和天皇

□055 日中戦争を戦った中国国民党の指導者は誰か
☆☆☆ 蒋介石

□056
満州に地盤を持った中国の軍閥指導者で、関東軍によって
暗殺されたのは誰か

☆ 張作霖

□057
立憲民政党総裁で衆議院議員から総理大臣となり、恐慌か
らの復興や軍縮を進めたのは誰か

☆☆ 濱口雄幸

□058 張作霖の息子で、国共合作に貢献したのは誰か
☆ 張学良

□059 清朝最後の皇帝で、満州国の主権者ともなったのは誰か
☆☆ 溥儀

□060 五・一五事件で暗殺された総理大臣は誰か
☆☆☆☆☆ 犬養毅

□061
日本が国際連盟を脱退したときの全権大使で、日独伊三国
同盟を締結したのは誰か

☆ 松岡洋右

□062
五・一五事件の後、挙国一致内閣を組織した海軍出身の政
治家は誰か

☆ 斎藤実

□063 国家ファシスト党を率いイタリアで政権を握ったのは誰か
☆☆☆ ムッソリーニ
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□064 ナチスを率いドイツで政権を握ったのは誰か
☆☆☆☆☆ ヒトラー

□065
盧溝橋事件当時の内閣総理大臣で、大東亜共栄圏政策を掲
げたのは誰か

☆☆☆ 近衛文麿

□066
中国国民党の中では親日派で、新国民政府を開いたのは誰
か

☆ 汪兆銘

□067 太平洋戦争開戦時の総理大臣は誰か
☆☆☆☆☆ 東條英機

□068 太平洋戦争開戦時の連合艦隊司令長官は誰か
☆☆☆☆ 山本五十六

□069 第二次世界大戦当時のイギリス首相は誰か
☆☆☆ チャーチル

□070 第二次世界大戦当時のソ連指導者は誰か
☆☆☆ スターリン

□071 太平洋戦争開戦時のアメリカ大統領は誰か
☆☆☆ フランクリン＝ローズ

ヴェルト

□072 太平洋戦争終戦時のアメリカ大統領は誰か
☆☆☆ トルーマン

□073
リトアニア領事として、ナチスから逃れたユダヤ人難民を
救ったのは誰か

☆☆☆☆ 杉原千畝

□074
1927年（昭和2年）に銀行の倒産が噂され発生した騒動
は何か

☆☆ 金融恐慌

□075
1929年10月にアメリカで株価が大暴落したことから起き
た騒動は何か

☆☆☆☆☆ 世界恐慌

□076
1930年（昭和5年）から31年にかけて日本で起きた経済
危機は何か

☆☆☆ 昭和恐慌

□077
1931年（昭和6年）に南満州鉄道の線路が爆破された事
件は何か

☆☆☆☆☆ 柳条湖事件

□078
南満州鉄道爆破事件から始まり、関東軍が中国北東部を占
領した事件は何か

☆☆☆☆☆ 満州事変

□079
1931年（昭和6年）に海軍の青年将校が起こしたテロ事
件は何か

☆☆☆☆☆ 五・一五事件
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□080
1933年（昭和8年）に日本が国際社会に対し取った行動
は何か

☆☆☆ 国際連盟脱退

□081
1936年（昭和11年）に陸軍の青年将校が起こしたクーデ
ター未遂事件は何か

☆☆☆☆☆ 二・二六事件

□082
1936年に中国で、張学良が蒋介石を拉致し要求を飲ませ
た事件は何か

☆ 西安事件

□083
1937年（昭和12年）に日本軍と中国軍が衝突した事件は
何か

☆☆☆☆☆ 盧溝橋事件

□084
1937年（昭和12年）に日本軍が南京を占領したときに起
きたとされる事件は何か

☆☆☆ 南京大虐殺

□085 1939年にヨーロッパで始まった戦争は何か
☆☆☆☆☆ 第二次世界大戦

□086 1941年にヨーロッパで始まった戦いは何か
☆☆ 独ソ戦

□087 1941年（昭和6年）12月8日に開戦した戦争は何か
☆☆☆☆☆ 太平洋戦争

□088
アメリカ以下連合国との戦争を、当時の日本では何とよん
だか

☆☆ 大東亜戦争

□089
1930年（昭和5年）に日本・アメリカ・イギリスの間で
結ばれた条約は何か

☆ ロンドン海軍軍縮条約

□090
1938年（昭和13年）に制定された、すべての人的・物的
資源を国の管理下におく法律は何か

☆☆☆☆☆ 国家総動員法

□091 1938年にドイツが結んだ条約は何か
☆☆☆ 独ソ不可侵条約

□092 1941年（昭和16年）4月に日本が結んだ条約は何か
☆☆☆☆ 日ソ中立条約

□093
1942年（昭和17年）6月に行われた、太平洋戦争の戦局
を大きく変えた戦いは何か

☆☆☆☆ ミッドウェー海戦

□094
1943年にローズヴェルト、チャーチル、蒋介石が発表し
た宣言は何か

☆☆ カイロ宣言

□095
1944年（昭和19年）6月に行われた、日本が太平洋上の
拠点を失う戦いは何か

☆☆ マリアナ沖海戦
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□096
1945年（昭和20年）3月10日に10万人以上の犠牲者を出
した事件は何か

☆☆☆☆☆ 東京大空襲

□097
1945年2月にチャーチル、ローズヴェルト、スターリン
が行った会談は何か

☆☆☆ ヤルタ会談

□098 1945年7月に出された、日本への降伏勧告は何か
☆☆☆☆☆ ポツダム宣言

□099 世界恐慌が起きたのは何年か
☆☆☆ 1929年

□100 柳条湖事件が起きたのは何年か
☆☆ 1931年

□101 五・一五事件が起きたのは何年か
☆☆☆☆ 1931年

□102 日本が国際連盟を脱退したのは何年か
☆☆ 1933年

□103 二・二六事件が起きたのは何年か
☆☆☆☆ 1936年

□104 盧溝橋事件が起きたのは何年か
☆☆☆☆☆ 1937年

□105 国家総動員法が制定されたのは何年か
☆☆ 1938年

□106 第二次世界大戦が始まったのは何年か
☆☆☆☆☆ 1939年

□107 太平洋戦争が始まったのは何年か
☆☆☆☆☆ 1941年

□108 ミッドウェー海戦が起きたのは何年か
☆☆ 1942年

□109 沖縄が連合国軍に占領されたのは何年何月か
☆☆☆☆☆ 1945年6月

□110 広島に原子爆弾が投下されたのは何年何月何日か
☆☆☆☆☆ 1945年8月6日

□111 長崎に原子爆弾が投下されたのは何年何月何日か
☆☆☆☆☆ 1945年8月9日
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□112
玉音放送により日本の降伏が国民に知らされたのは何年何
月何日か

☆☆☆☆☆ 1945年8月15日

□113
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：五・一五事件　イ：柳条湖事件　ウ：二・二六事件　
エ：世界恐慌】 ☆☆☆☆☆ エ→イ→ア→ウ

□114
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：盧溝橋事件　イ：真珠湾攻撃　ウ：第二次世界大戦
開始　エ：日ソ中立条約】 ☆☆☆☆☆ ア→ウ→エ→イ

□115
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：東京大空襲　イ：広島原爆投下　ウ：長崎原爆投下　
エ：沖縄戦】 ☆☆☆☆☆ ア→エ→イ→ウ
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昭和時代（1）　解答  

001 戦後恐慌
第一次世界大戦終結後の1920年代、関東大震災の影響もあり日本は長い不況に陥
る

002 国民政府
中国では国民党による国民政府と共産党の対立から統一国家が消滅した

003 第一次国共内戦
国民党の指導者蒋介石は、日本の進出に対抗するより共産党との内戦を優先した

004 立憲民政党
昭和初期には立憲民政党と政友会の2大政党が交代で総理大臣を輩出した

005 関東軍
関東軍の独断により奉天事件や満州事変が起こり、日中戦争を引き起こした

006 リットン調査団
リットン調査団は満州国の独立を承認しない報告を国際連盟に送り、不服とした日
本は脱退した

007 軍国主義
世界恐慌から脱するための中国への進出とともに日本の軍国主義化が進んだ

008 ニューディール政策
フランクリン・ローズヴェルト大統領によるニューディール政策でアメリカは恐慌
を脱出した

009 ブロック経済
イギリス・フランスは自国と植民地との経済的な結びつきを強め、恐慌を脱出した

010 5カ年計画
ソ連は資本主義諸国との経済的交流を断ち、5カ年計画で経済成長を進めた

011 ファシズム
イタリアで起こったファシスト党の軍国主義的な思想はファシズムとよばれた

012
ナチス（国家社会主義
労働者党）

ドイツではナチスが政権を取り、軍国主義が進んだ

013 配給制
戦時体制に入った日本では、米の配給制が行われた

014 挙国一致
挙国一致内閣の成立後、1940年にはすべての政党が解散して大政翼賛会となった

015 八紘一宇

八紘一宇の名の下に、日本軍は海外侵略を進めた



016
紀元2600年（皇紀
2600年）

1940年（昭和15年）を神武天皇即位2600年として盛大に祝賀行事を行った

017 日独伊三国同盟
日本はアメリカを仮想敵国とする日独伊三国同盟を結び、第二次世界大戦がアジア
にも拡大した

018 枢軸国
ドイツ・日本側を枢軸国といい、アメリカ・ソ連ら連合国と戦った

019 ABCD包囲網
アメリカ（A）イギリス（B）中国（C）オランダ（D)の4国による経済封鎖を
ABCD包囲網とよんだ

020 ハル・ノート
ハル・ノートにより日米での戦争を回避する交渉は失敗し、太平洋戦争開戦へつな
がった

021 大東亜共栄圏
欧米の植民地支配を倒し大東亜共栄圏を結成する、という名目で海外侵略を進めた

022 731部隊
731部隊は満州で生物兵器や細菌兵器の人体実験を行ったとされる

023 皇民化政策
各地の民族語や文化を禁止し、日本人と同一化させる教育が行われた

024 創氏改名
創氏改名によって朝鮮人に日本風の氏名をつけた

025 学徒動員（勤労動員）
1943年（昭和18年）以降、戦争の拡大で労働力が不足したため学徒動員が行われ
た

026 学徒出陣
20歳（1944年からは19歳）以上の学生が徴兵されたが、理科系の大学生は徴兵
を免除された

027 強制連行
朝鮮では強制連行により労働に従事させられたと主張するものが多い

028 神風特攻隊
数千名の神風特攻隊員が自爆攻撃で戦死した

029 ひめゆり隊
ひめゆり隊は沖縄戦の中で多くの犠牲者を出した

030 集団自決
沖縄戦では民間人の中で集団自決するものも多く出た

031 空襲
アメリカ軍によって日本本土の非戦闘地域の多くが空襲を受け、大きな犠牲を出し
た



032 B-29
サイパン島陥落後はB-29による日本本土への空襲が絶え間なく行われた

033 疎開
学校単位での集団疎開も行われ、親と離ればなれになる学童も多かった

034 原子爆弾
人類史上初の原子爆弾投下により、広島・長崎で20万人以上が犠牲となった

035 無条件降伏
ポツダム宣言を受諾し、無条件降伏することで太平洋戦争は終結した

036 玉音放送
昭和天皇自らが国民に対しラジオで降伏を伝えた

037 柳条湖
柳条湖事件を中国軍の仕業として、関東軍は中国軍を攻撃した

038 満州国
満州国は清朝最後の皇帝溥儀を元首として建国されたが、国際的には承認されなか
った

039 盧溝橋
盧溝橋事件を発端に、日中戦争が本格化する

040 南京
南京占領時に日本軍による虐殺行為があったとする説がある

041 ポーランド
ドイツ・ソ連両国がポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が始まる

042
フランス領インドシナ
（仏印）

フランス領インドシナへの進出が対米交渉の決裂を招き、太平洋戦争開戦へつなが
った

043 真珠湾
太平洋戦争は日本軍によるハワイの真珠湾への奇襲攻撃から始まった

044 マレー半島
真珠湾攻撃と同時にマレー半島に進出し、アジアにおけるイギリスの根拠地制圧を
狙った

045 シンガポール
マレー半島とシンガポール攻略まで日本軍の東南アジアにおける快進撃が続いた

046 サイパン
サイパン島陥落後はB-29による日本本土への空襲が絶え間なく行われた

047 硫黄島
小笠原諸島に属する硫黄島はアメリカ軍の上陸により占領された



048 東京
東京大空襲における民間人死者は10万人以上にのぼり、歴史上最大の被害を受け
た

049 沖縄
1945年3月から6月にかけての沖縄戦で10万人の民間人犠牲者が出た

050 ポツダム
ドイツ降伏後にポツダムにおいて連合国首脳が日本の無条件降伏を求めるポツダム
宣言を出した

051 広島
広島での原爆による死者は9万〜16万人といわれる

052 長崎
長崎での原爆による死者は6万〜8万人といわれる

053 ソ連
ソ連軍は日本の降伏後も攻撃を続け、北方4島を不当に占拠した

054 昭和天皇
昭和天皇自らが国民に対しラジオで降伏を伝えた

055 蒋介石
蒋介石は対日戦争に勝利後、共産党に敗れ台湾に中華民国を遷す

056 張作霖
張作霖は蒋介石の北伐に敗れ権力を失ったところで、関東軍により列車ごと爆殺さ
れた

057 濱口雄幸
ライオン宰相とよばれた濱口雄幸は東京駅で暗殺された

058 張学良
張学良が西安事件で蒋介石に第二次国共合作を認めさせ、中国は一丸となって日本
と戦った

059 溥儀
溥儀の生涯は「ラストエンペラー」として映画化もされた

060 犬養毅
満州事変の解決を図った犬養毅は海軍の青年将校に暗殺された

061 松岡洋右
松岡は対米開戦には反対であったが、解任された

062 斎藤実
斎藤実内閣の成立で加藤高明内閣以来続いた憲政の常道は終了する

063 ムッソリーニ
ムッソリーニ率いるファシスト党はイタリアを軍国主義に導いた



064 ヒトラー
ヒトラー率いるナチスはドイツを軍国主義に導いた

065 近衛文麿
近衛文麿は太平洋戦争の早期終結に向けて動いたが、戦後A級戦犯指定され自殺し
た

066 汪兆銘
日本は汪兆銘政府を支援したが、汪が病死して新国民政府は瓦解した

067 東條英機
東条英機は1944年（昭和19年）マリアナ沖海戦で大敗するまで政府を主導した

068 山本五十六
山本五十六は対米戦争を「1年なら暴れてみせる」と言ったが、その通りになった

069 チャーチル
チャーチルはイギリス指導者としてポツダム会談に参加した

070 スターリン
スターリンはソ連指導者としてポツダム会談に参加した

071
フランクリン＝ローズ
ヴェルト

ローズヴェルトは対日強硬派で太平洋戦争を引き起こした

072 トルーマン
トルーマンはアメリカ指導者としてポツダム会談に参加した

073 杉原千畝
杉原はユダヤ人難民にビザ（通行許可証）を発行し、多くの命を救った

074 金融恐慌
金融恐慌で小規模銀行から預金が引き出され、財閥系の大銀行に集中した

075 世界恐慌
アメリカでの株価の暴落が世界中に波及し、各国が不景気に陥った

076 昭和恐慌
昭和恐慌から脱却するために軍備拡張と領土拡大を図り、戦争への道を歩む

077 柳条湖事件
柳条湖事件を中国軍の仕業として、関東軍は中国軍を攻撃した

078 満州事変
関東軍は満州事変で満州を征服し、満州国を建国する

079 五・一五事件
五・一五事件で犬養毅首相が暗殺され、政党政治は終わりを告げた



080 国際連盟脱退
国際連盟による満州国の非承認を受け、日本は国際連盟を脱退した

081 二・二六事件
二・二六事件では高橋是清・斎藤実の元総理大臣が暗殺された

082 西安事件
西安事件の結果、第二次国共合作が成立し、中国全土で抗日運動が激化する

083 盧溝橋事件
盧溝橋事件を発端に、日中戦争が本格化する

084 南京大虐殺
南京占領時に日本軍による虐殺行為があったとする説がある

085 第二次世界大戦
ドイツ・ソ連両国がポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が始まる

086 独ソ戦
それまで中立状態にあった独ソ間で戦闘が始まり、ソ連が連合国側に参入する

087 太平洋戦争
1941年12月8日に、日本軍がハワイの真珠湾を攻撃したことにより太平洋戦争が
開戦した

088 大東亜戦争
欧米諸国による植民地支配から解放し、大東亜共栄圏を築くという理念から大東亜
戦争と呼称した

089 ロンドン海軍軍縮条約
海軍の反対を押し切りこの条約を締結したことから濱口首相の暗殺や後の五・一五
事件へつながった

090 国家総動員法
国家総動員法の制定により、物資の配給制や学徒動員、金属の供出などが合法化さ
れた

091 独ソ不可侵条約
独ソ不可侵条約の締結によりドイツはポーランドやフランスへの侵攻を開始した

092 日ソ中立条約
日ソ中立条約の締結で日本は南進を決定、太平洋戦争の開戦につながった

093 ミッドウェー海戦
ミッドウェー海戦で日本軍は大敗し、海軍戦力の多くを失った

094 カイロ宣言
カイロ宣言で、中国と連合国が共同して日本と戦うことが確認された

095 マリアナ沖海戦
マリアナ沖海戦で日本軍は大敗し、太平洋上の拠点を失った



096 東京大空襲
東京大空襲における民間人死者は10万人以上にのぼり、歴史上最大の被害を受け
た

097 ヤルタ会談
ヤルタ会談でソ連の対日参戦や、戦後の国際連合の構想が話し合われた

098 ポツダム宣言
ポツダム宣言で連合国は日本の無条件降伏を求めた

099 1929年
アメリカでの株価の暴落が世界中に波及し、各国が不景気に陥った

100 1931年
柳条湖事件を中国軍の仕業として、関東軍は中国軍を攻撃した

101 1931年
満州事変の解決を図った犬養毅は五・一五事件で海軍の青年将校に暗殺された

102 1933年
国際連盟による満州国の非承認を受け、日本は国際連盟を脱退した

103 1936年
二・二六事件では高橋是清・斎藤実の元総理大臣が暗殺された

104 1937年
盧溝橋事件を発端に、日中戦争が本格化する

105 1938年
日中戦争の長期化から、国家総動員法が制定された

106 1939年
ドイツ・ソ連両国がポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が始まる

107 1941年
1941年12月8日に、日本軍がハワイの真珠湾を攻撃したことにより太平洋戦争が
開戦した

108 1942年
ミッドウェー海戦で日本軍は大敗し、海軍戦力の多くを失った

109 1945年6月
1945年3月から6月にかけての沖縄戦で10万人の民間人犠牲者が出た

110 1945年8月6日
広島での原爆による死者は9万〜16万人といわれる

111 1945年8月9日
長崎での原爆による死者は6万〜8万人といわれる



112 1945年8月15日
8月14日にポツダム宣言受諾を決断し、翌15日に昭和天皇がラジオで発表した

113 エ→イ→ア→ウ
エ（1929年）→ア（1931年）→イ（1931年）→ウ（1936年）

114 ア→ウ→エ→イ
ア（1937年）→ウ（1939年）→エ（1941年）→イ（1941年）

115 ア→エ→イ→ウ
ア（1945年3月）→エ（同6月）→イ（同8月6日）→ウ（同8月9日）


