
昭 和 時 代 （ 2 ） ・ 平 成 時 代  

□001 第2次世界大戦終戦後、日本を占領統治した組織は何か
☆☆☆☆☆ GHQ（連合国軍最高司

令官総司令部）

□002
極東国際軍事裁判（東京裁判）で、平和に対する罪につい
て訴追された者を何というか

☆☆☆ A級戦犯

□003 1946年1月1日に昭和天皇が出した詔書は何とよばれるか
☆☆ 人間宣言

□004
軍人や軍国主義者が政府や民間企業の要職に就くことを禁
じたGHQの政策を何というか

☆☆☆ 公職追放

□005 自己の所有する土地を耕作する農民を何というか
☆☆☆☆ 自作農

□006 地主の所有する土地を借りて耕作する農民を何というか
☆☆☆☆ 小作農

□007
地主の所有する土地を政府が強制的に買い上げ、実際に耕
作した小作農に売り渡した政策を何というか

☆☆☆☆☆ 農地改革

□008
三井・三菱など大企業から子会社を強制的に独立させた、
GHQの政策は何か

☆☆☆☆☆ 財閥解体

□009
戦争で校舎を焼失した学校が屋外で授業を行ったことを何
というか

☆☆ 青空教室

□010 戦争により保護者を失った子どもたちを何というか
☆☆ 戦災孤児

□011
食料の配給が不足したために、都会部で開かれた非合法市
場は何か

☆☆☆ 闇市

□012
第二次世界大戦後、新たに結成された世界平和を目指す国
際機関は何か

☆☆☆☆☆ 国際連合

□013
アメリカを中心に西ヨーロッパ諸国で結成された軍事同盟
は何か

☆☆ NATO（北大西洋条約
機構）

□014
ソ連を中心に東ヨーロッパ諸国で結成された軍事同盟は何
か

☆ ワルシャワ条約機構

□015 資本主義陣営と社会主義陣営の対立を何というか

☆☆☆☆☆ 冷たい戦争
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□016
朝鮮戦争の物資調達のために、大量の物資が購入され発生
した好景気を何というか

☆☆☆☆ 特需（朝鮮特需）

□017 終戦後、社会主義勢力が団結して結成された政党は何か
☆☆ 日本社会党

□018
1950年に結成された、国内の治安維持のための組織は何
か

☆☆☆ 警察予備隊

□019 1952年に警察予備隊が改称されてできた組織は何か
☆☆☆ 保安隊

□020 1954年に成立した、国防のための組織は何か
☆☆☆☆☆ 自衛隊

□021
衆議院第1党が自由民主党、野党第1党が社会党となる政
治体制を何というか

☆☆ 55年体制

□022
1954年、太平洋上のビキニ環礁でアメリカ軍の水爆実験
に巻き込まれた漁船は何か

☆☆☆☆☆ 第五福竜丸

□023
1955年から73年にかけての、経済成長率が年平均10％を
超えていた時期を何というか

☆☆☆☆☆ 高度経済成長

□024
1956年に国民総生産が戦前の水準を越え、経済白書に書
かれた言葉は何か

☆☆☆ もはや戦後ではない

□025
1960年に17か国が植民地から独立国となったことから、
この年を何とよぶか

☆ アフリカの年

□026
1967年、佐藤栄作首相が表明した核兵器に対する考え方
は何か

☆☆☆☆☆ 非核三原則

□027
高度経済成長期に「三種の神器」とよばれ、人々の憧れと
なった製品は何か

☆☆☆☆ 冷蔵庫、洗濯機、白黒
テレビ

□028
1960年代半ばに「新・三種の神器」「3C」とよばれたも
のは何か

☆☆☆ カラーテレビ、クーラ
ー、自動車

□029
満州などにいた日本軍兵士が、戦後ソ連に’よって連行さ
れた場所はどこか

☆☆ シベリア

□030 1948年に朝鮮半島南部に成立した国は何か
☆☆☆☆ 大韓民国

□031 1948年に朝鮮半島北部に成立した国は何か
☆☆☆☆ 朝鮮民主主義人民共和

国（北朝鮮）
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□032
1949年に中華民国（国民党）を追放して成立した国は何
か

☆☆☆☆ 中華人民共和国

□033
共産党に敗れた中華民国（国民党）政府が追放されたのは
どこか

☆☆☆ 台湾

□034 韓国と北朝鮮の軍事境界線はどこに引かれているか
☆☆☆☆ 38度線

□035
韓国と北朝鮮の軍事境界線上にあり、停戦委員会の施設が
ある地区を何というか

☆☆ 板門店

□036
終戦後にソ連軍に占領され、現在もロシアに支配されてい
る地域はどこか

☆☆☆☆☆ 北方領土

□037
1953年（昭和28年）にアメリカの統治下から日本に返還
された場所はどこか

☆☆☆ 奄美諸島

□038
1968年（昭和43年）にアメリカの統治下から日本に返還
された場所はどこか

☆☆☆☆ 小笠原諸島

□039
1972年（昭和47年）にアメリカの統治下から日本に返還
された場所はどこか

☆☆☆☆☆ 沖縄

□040
1962年にソ連がミサイル基地を建設し、アメリカとの核
戦争の危機が迫った場所はどこか

☆☆☆ キューバ

□041
イスラエルが占領し、第一次・第三次中東戦争の原因とな
った場所はどこか

☆☆ パレスチナ

□042
共産主義政権を支援するため、1979年にソ連が進行した
国はどこか

☆ アフガニスタン

□043 1990年にイラクが侵攻した国はどこか
☆☆☆ クウェート

□044
2003年に大量破壊兵器を所持する疑惑からアメリカの攻
撃を受けた国はどこか

☆☆☆ イラク

□045
連合国軍最高司令官として日本占領の責任者となったのは
誰か

☆☆☆☆☆ マッカーサー

□046
内閣総理大臣としてサンフランシスコ講和条約に調印した
のは誰か

☆☆☆☆☆ 吉田茂

□047
中国共産党の指導者で、中華人民共和国の初代国家主席と
なったのは誰か

☆☆☆☆ 毛沢東
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□048
自民党の初代総裁で、日ソ共同宣言に調印した総理大臣は
誰か

☆☆☆ 鳩山一郎

□049
1960年（昭和35年）に新安保条約を成立させた総理大臣
は誰か

☆☆ 岸信介

□050 所得倍増計画を打ち出した内閣総理大臣は誰か
☆☆☆☆☆ 池田勇人

□051 非核三原則を提唱し、沖縄返還を実現した総理大臣は誰か
☆☆☆☆☆ 佐藤栄作

□052 日中共同声明に調印した総理大臣は誰か
☆☆☆ 田中角栄

□053
1949年（昭和24年）に日本人として初のノーベル賞受賞
者となったのは誰か

☆☆☆☆ 湯川秀樹

□054
1968年（昭和43年）に日本人として初のノーベル文学賞
を受賞したのは誰か

☆☆ 川端康成

□055
ペレストロイカを推進し、ソ連最後の指導者となったのは
誰か

☆☆ ゴルバチョフ

□056 ソ連崩壊後、ロシア連邦の初代大統領となったのは誰か
☆☆ エリツィン

□057
イラン・イラク戦争や湾岸戦争を指導したイラクの指導者
は誰か

☆☆ フセイン

□058 第2次世界大戦後に、戦争犯罪人を裁いた裁判は何か
☆☆☆ 東京裁判（極東国際軍

事裁判）

□059 国際連合結成について話し合われた1945年の会議は何か
☆☆☆☆ サンフランシスコ会議

□060
1951年に開催された、日本と連合国の間の講和会議は何
か

☆☆☆☆☆ サンフランシスコ講和
会議

□061 1956年に日本とソ連の間で結ばれた条約は何か
☆☆☆☆ 日ソ共同宣言

□062
1955年から75年にかけて、資本主義陣営と社会主義陣営
の間で戦われた戦争は何か

☆☆☆ ベトナム戦争

□063 イスラエルとアラブ諸国の間で戦われた戦争は何か
☆☆ 中東戦争
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□064
1947年（昭和22年）に制定された、公正な経済競争を推
進する法律は何か

☆☆☆ 独占禁止法

□065
1947年（昭和22年）に制定された、教育勅語に変わる教
育の方針となる法律は何か

☆☆☆☆ 教育基本法

□066
1951年（昭和26年）に日本と連合国の間で結ばれた条約
は何か

☆☆☆☆☆ サンフランシスコ平和
条約

□067
1951年（昭和26年）に日本とアメリカの間で結ばれた、
アメリカ軍を日本に駐屯させることなどを定めた条約は何
か ☆☆☆☆☆ 日米安全保障条約

□068 池田勇人首相が打ち出した経済政策は何か
☆☆☆☆☆ 所得倍増計画

□069
1965年（昭和40年）に日本と韓国の間で結ばれた条約は
何か

☆☆☆ 日韓基本条約

□070
1972年（昭和47年）に日本と中国の間で出された文書は
何か

☆☆☆☆ 日中共同声明

□071
1954年から1957年にかけての高度経済成長の初期の好景
気を何というか

☆☆ 神武景気

□072
高度経済成長が終了する原因となった、1974年の経済混
乱は何か

☆☆☆ オイルショック

□073
1986年（昭和61年）から1991年にかけての好景気を何
というか

☆☆☆☆ バブル景気

□074 1989年に破壊された、冷戦の象徴は何か
☆☆ ベルリンの壁

□075 1991年に多国籍軍がイラクを攻撃した戦争は何か
☆☆ 湾岸戦争

□076 朝鮮戦争が始まったのは何年か
☆☆ 1950年

□077 サンフランシスコ平和条約が結ばれたのは何年か
☆☆☆ 1951年

□078 日本でテレビ放送が開始されたのは何年か
☆ 1953年

□079 日本が国際連合に加盟したのは何年か
☆☆ 1956年
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□080
集団的自衛権を含む形に日米安全保障条約が改正されたの
は何年か

☆☆ 1960年

□081
東京オリンピック（第18回夏季オリンピック）が開催さ
れたのは何年か

☆☆☆ 1964年

□082 大阪で万国博覧会が実施されたのは何年か
☆☆ 1970年

□083 沖縄が返還されたのは何年か
☆☆☆ 1972年

□084 日中共同声明が発表されたのは何年か
☆☆ 1972年

□085 オイルショックにより高度経済成長が終了したのは何年か
☆☆☆ 1974年
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昭和時代（2）・平成時代　解答  

001
GHQ（連合国軍最高司
令官総司令部）

日本は無条件降伏後、サンフランシスコ講和条約で主権を回復するまでGHQの占
領下に置かれた

002 A級戦犯
東京裁判でA級戦犯として25名が有罪判決をうけ、7名が死刑執行された

003 人間宣言
昭和天皇が現人神であることを否定した詔書を人間宣言という

004 公職追放
軍人や軍国主義者とされた者は公職を追放された

005 自作農
自己の所有する土地を耕作する農民を自作農という

006 小作農
地主の所有する土地を借りて耕作する農民を小作農という

007 農地改革
1947年から1950年にかけて行われた農地改革で、自作農が全体の9割以上になっ
た

008 財閥解体
財閥解体によって15の大企業が解体され、経済の民主化が図られた

009 青空教室
戦後すぐに学校の授業は再開されたが、空襲などで校舎を焼失した学校では青空教
室を行った

010 戦災孤児
戦争による保護者の死亡で、3万人近い戦災孤児が発生した

011 闇市
戦後まもなく、東京や大阪では闇市が開かれ、食料が非合法に流通した

012 国際連合
これまでの国際連盟に代わり、1945年10月に国際連合が発足した

013
NATO（北大西洋条約
機構）

西側諸国はアメリカを中心にNATOを結成した

014 ワルシャワ条約機構
東側諸国はソ連を中心にワルシャワ条約機構を結成した

015 冷たい戦争

資本主義陣営（西側諸国）と社会主義陣営（東側諸国）の対立は、軍事力を行使す
ることがなかったため冷たい戦争（冷戦）という



016 特需（朝鮮特需）
朝鮮戦争による特需で、一部の産業は戦後の不況を脱した

017 日本社会党
社会主義勢力の団結で日本社会党が結成され、日本国憲法施行後最初の総選挙では
第一党となった

018 警察予備隊
朝鮮戦争でアメリカ軍が出動した後の治安維持のために、警察予備隊が結成された

019 保安隊
1952年に警察予備隊は保安隊と改称された

020 自衛隊
保安隊が自衛隊に改組され、目的が治安維持から国防に変わった

021 55年体制
1955年から1993年まで、自民党と社会党が与野党第1党となる55年体制が続い
た

022 第五福竜丸
第五福竜丸は「死の灰」で被爆し、船員1名が亡くなった

023 高度経済成長
1955年から73年にかけての高度経済成長で、戦後の日本は復興し発展した

024 もはや戦後ではない
1956年の経済白書の巻末に、「もはや戦後ではない」の言葉が書かれた

025 アフリカの年
1960年にフランス植民地を中心に17か国がアフリカで独立し、アフリカの年とい
われる

026 非核三原則
「核兵器をもたず、つくらず、もちこませず」という非核三原則を佐藤栄作首相が
表明した

027
冷蔵庫、洗濯機、白黒
テレビ

冷蔵庫、洗濯機、白黒テレビの3つを三種の神器という

028
カラーテレビ、クーラ
ー、自動車

カラーテレビ、クーラー、自動車（カー）の3つを「3C」という

029 シベリア
旧日本兵はソ連によりシベリアに抑留された

030 大韓民国
朝鮮半島南部では、李承晩が大韓民国政府の樹立を宣言した

031
朝鮮民主主義人民共和
国（北朝鮮）

朝鮮半島北部では、金日成が朝鮮民主主義人民共和国政府として独立した



032 中華人民共和国
国共内戦に勝利した中国共産党が、1949年に中華人民共和国を成立させた

033 台湾
中華民国政府は共産党により台湾に追放された

034 38度線
北緯38度線周辺を境界線として、朝鮮戦争は休戦中である

035 板門店
韓国、北朝鮮の軍事境界線上に板門店がある

036 北方領土
択捉島・国後島・色丹島・歯舞諸島は日本固有の領土だがロシアに占領されてい
て、北方領土と呼ばれている

037 奄美諸島
奄美諸島は1953年に日本に返還された

038 小笠原諸島
小笠原諸島は1968年に日本に返還された

039 沖縄
沖縄は1972年に日本に返還された

040 キューバ
1962年のキューバ危機で、アメリカとソ連の対立が激化した

041 パレスチナ
パレスチナを巡る紛争から中東戦争が発生した

042 アフガニスタン
1979年にソ連はアフガニスタンに侵攻した

043 クウェート
イラクのクウェート侵攻をきっかけに、湾岸戦争が起きた

044 イラク
2003年のイラク戦争で、イラクの指導者フセインが逮捕された

045 マッカーサー
連合国軍最高司令官としてマッカーサーが日本を占領統治した

046 吉田茂
吉田茂は戦後5回にわたって総理大臣となり、サンフランシスコ講和条約に調印し
た

047 毛沢東
中国共産党の指導者であった毛沢東が、中華人民共和国を建国した



048 鳩山一郎
鳩山一郎は日ソ共同宣言に調印し、国交正常化に成功した

049 岸信介
岸信介は新日米安保条約を締結した

050 池田勇人
池田勇人は所得倍増計画を打ち出し、高度経済成長を成功させた

051 佐藤栄作
佐藤栄作は非核三原則が評価され、ノーベル平和賞を受賞した

052 田中角栄
田中角栄は日中国交正常化を実現したが、ロッキード事件で逮捕された

053 湯川秀樹
湯川秀樹は中間子理論でノーベル物理学賞を受賞した

054 川端康成
日本人でノーベル文学賞を受賞したのは川端と大江健三郎の2人

055 ゴルバチョフ
ゴルバチョフはソ連の改革を進めたが、1991年にソ連は崩壊した

056 エリツィン
エリツィンは1991年のソ連崩壊後、ロシア連邦の初代大統領となった

057 フセイン
フセインは2003年のイラク戦争でアメリカ軍に逮捕され、処刑された

058
東京裁判（極東国際軍
事裁判）

戦時中の政治家や軍人が、戦争犯罪人として東京裁判で裁かれた

059 サンフランシスコ会議
サンフランシスコ会議で、国際連合憲章が採択された

060
サンフランシスコ講和
会議

サンフランシスコ講和会議で平和条約が結ばれ、日本の主権が回復した

061 日ソ共同宣言
日ソ共同宣言の締結で日本は国際連合に加盟できた

062 ベトナム戦争
北ベトナムと南ベトナムの争いに東西両陣営が加勢し、冷戦の代理戦争となった

063 中東戦争
1973年の第4次中東戦争で石油危機が発生した



064 独占禁止法
1947年に制定された独占禁止法で、経済活動の民主化が図られた

065 教育基本法
1947年に教育基本法と学校教育法が制定された

066
サンフランシスコ平和
条約

サンフランシスコ講和会議で平和条約が結ばれ、日本の主権が回復した

067 日米安全保障条約
日米安全保障条約で、アメリカ軍が日本に駐屯することが決まった

068 所得倍増計画
池田勇人は所得倍増計画を打ち出し、高度経済成長を成功させた

069 日韓基本条約
日韓基本条約で日本と韓国の国交が正常化した

070 日中共同声明
日中共同声明で中国との国交が正常化し、中国からパンダが贈られた

071 神武景気
日本の歴史上類を見ない好景気として、初代天皇の神武天皇の名前がつけられた

072 オイルショック
1974年に発生したオイルショックで高度経済成長が終了した

073 バブル景気
1991年2月にバブル崩壊するまで好景気が続いた

074 ベルリンの壁
1989年にベルリン市を東西に分けたベルリンの壁が崩壊し、翌90年に東西ドイツ
が統一した

075 湾岸戦争
イラクのクウェート侵攻をきっかけに、湾岸戦争が起きた

076 1950年
1950年に北朝鮮が韓国に侵攻し、朝鮮戦争が開戦した

077 1951年
1951年のサンフランシスコ講和会議で、サンフランシスコ平和条約が結ばれた

078 1953年
1953年（昭和28年）2月1日にNHKがテレビ放送を開始した

079 1956年
日ソ共同宣言の締結で日本は国際連合に加盟できた



080 1960年
1960年（昭和35年）、岸信介首相のときに日米安全保障条約が改定された

081 1964年
1964年（昭和39年）に東京オリンピックが開催された

082 1970年
1970年（昭和45年）に大阪万博が開催された

083 1972年
沖縄は1972年に日本に返還された

084 1972年
日中共同声明で中国との国交が正常化し、中国からパンダが贈られた

085 1974年
1974年に発生したオイルショックで高度経済成長が終了した


