
1 日清戦争は（①）という事件がきっかけで起こ
った。日本の勝利に終わり、（②）条約が締結
された。

① ②

2 日清戦争の講和条約で日本が獲得することとさ
れた領土を、地図１から選び記号で答えよ。

（地図１）

3 日露戦争は日本の勝利に終わり、（①）条約が
締結された。この戦争の仲介をした人物はアメ
リカの（②）大統領であった。

① ②

4 日清戦争の直前に、（　）外務大臣は、イギリ
スと交渉して治外法権を撤廃した。

5 1911年、（　）外務大臣は、アメリカと交渉し
て関税自主権を回復した。

6 第一次世界大戦は（①）事件という事件がきっ
かけで起こった。連合国側の勝利に終わり、
（②）条約が締結された。

① ②

7 第一次世界大戦に、日本は（①）との同盟を理
由に連合国側として参戦し、（②）と戦った。

① ②

8 第一次世界大戦の時に造船・海運業中心に、　
（①）とよばれる好景気をむかえた。この景気
により急成長した人たちは（②）とよばれた。

① ②

9 （並びかえ）ア、シベリア出兵　イ、ロシア革命　
ウ、原敬が初の本格的政党内閣　エ、米騒動 　　　⇨　　⇨　　⇨

各10点 
300点

小６ ♦政治・外交史⑷♦
小６上巻１６回

得点 得点



10 富山県の漁村の主婦の行動から始まった（　）
は、ときの寺内正毅内閣を辞職させました。

11 1918年に「平民宰相」と言われた（　）が初の
本格的政党内閣を組織しました。

12 加藤高明内閣は1925年に、満２５才以上のすべ
ての男子に選挙権を認める（　）法を成立させ
ました。

13 加藤高明内閣は1925年に、社会主義をとりしま
るための（　）法が成立させました。

（地図２）

14 満州事変は関東軍が奉天郊外で鉄道を爆破する
という（①）事件 という事件がきっかけで起こ
った。起きた場所は地図２の（②）である。

① ②

15 日中戦争は北京郊外で日中両軍が武力衝突した
（①）事件 という事件がきっかけで起こった。
起きた場所は地図２の（②）である。

① ②

16 1932年、軍部に批判的だった総理大臣の（①）が海
軍将校たちに暗殺された。これを（②）事件という。

① ②

17 1936年、軍部中心の政権をめざす陸軍将校らが
東京で反乱をおこした。これを（　）事件とい
う。

18 1938年、日本政府は日中戦争の長期化にそなえ
て、（　）法を制定した。

19 太平洋戦争は、海軍が（①）でアメリカ軍を、
陸軍が（②）でイギリス軍を攻撃した戦いで幕
を明けた。

① ②

20 第二次世界大戦の頃、日本と同盟を結んでいた
国をすべて答えよ。



21 （並びかえ）ア、沖縄戦が開始　イ、ポツダム宣
言を受諾を発表　ウ、広島に原爆　エ、ソ連が
満州に侵攻　オ、東京大空襲　カ、長崎に原爆　

 　⇨　 ⇨　 ⇨ 　⇨ 　⇨

22 戦争の講和条約の日本代表の組み合わせで誤っ
ているものを選び、記号で答えよ。　　　　　
ア、日清戦争＝陸奥宗光　イ、日露戦争＝小村寿
太郎　ウ、第一次大戦＝原敬　エ、太平洋戦争
＝吉田茂

23 朝鮮戦争の始まった後、後の自衛隊となる
（①）が組織された。アメリカからの物資注文
により（②）と呼ばれる好景気になった。

① ②

24 1946年の（　）の結果、地主・小作関係はなく
なり、自作農が増えた。

問25～30まではその条約（宣言・声明）を結んだ内閣を記号で選べ。　　　　　　　　　
ア、吉田茂　イ、岸信介　ウ、田中角栄　エ、佐藤栄作　オ、鳩山一郎

25 1951年、日本は占領状態を終結させる（　）条
約を結んだ。

26 連合国による占領終了後も、アメリカ軍が日本
に基地をおけることを決めた条約を（　）条約
という。

27 ソ連とは1956年に（　）に調印して国交を回復
した。

28 問27をきっかけに、日本は同年末（　）に加盟
し、国際社会に復帰した。

29 韓国とは1965年に（　）条約に調印して国交を
樹立した。

30 中華人民共和国とは1972年に（　）に調印して
国交を樹立した。



1 日清戦争は（①）という事件がきっかけで起こ
った。日本の勝利に終わり、（②）条約が締結
された。

①甲午農民戦争 ②下関

2 日清戦争の講和条約で日本が獲得することとさ
れた領土を、地図１から選び記号で答えよ。 アウ（遼東半島や台湾）

（地図１）

3 日露戦争は日本の勝利に終わり、（①）条約が
締結された。この戦争の仲介をした人物はアメ
リカの（②）大統領であった。

①ポーツマス
②セオドア＝
ルーズベルト

4 日清戦争の直前に、（　）外務大臣は、イギリ
スと交渉して治外法権を撤廃した。 陸奥宗光

5 1911年、（　）外務大臣は、アメリカと交渉し
て関税自主権を回復した。 小村寿太郎

6 第一次世界大戦は（①）事件という事件がきっ
かけで起こった。連合国側の勝利に終わり、
（②）条約が締結された。

①サラエボ ②ベルサイユ

7 第一次世界大戦に、日本は（①）との同盟を理
由に連合国側として参戦し、（②）と戦った。 ①イギリス ②ドイツ

8 第一次世界大戦の時に造船・海運業中心に、　
（①）とよばれる好景気をむかえた。この景気
により急成長した人たちは（②）とよばれた。

①大戦景気 ②成金

9 （並びかえ）ア、シベリア出兵　イ、ロシア革命　
ウ、原敬が初の本格的政党内閣　エ、米騒動 イ⇨ア⇨エ⇨ウ

各10点 
300点

小６ ♦政治・外交史⑷♦
小６上巻１６回

得点 満点とれ太 得点



10 富山県の漁村の主婦の行動から始まった（　）
は、ときの寺内正毅内閣を辞職させました。 米騒動

11 1918年に「平民宰相」と言われた（　）が初の
本格的政党内閣を組織しました。 原敬

12 加藤高明内閣は1925年に、満２５才以上のすべ
ての男子に選挙権を認める（　）法を成立させ
ました。

普通選挙

13 加藤高明内閣は1925年に、社会主義をとりしま
るための（　）法が成立させました。 治安維持

（地図２）

14 満州事変は関東軍が奉天郊外で鉄道を爆破する
という（①）事件 という事件がきっかけで起こ
った。起きた場所は地図２の（②）である。

①柳条湖　　　　
（南満州鉄道爆破）

②ア

15 日中戦争は北京郊外で日中両軍が武力衝突した
（①）事件 という事件がきっかけで起こった。
起きた場所は地図２の（②）である。 ①盧溝橋

ろこうきょう ②イ

16 1932年、軍部に批判的だった総理大臣の（①）が海
軍将校たちに暗殺された。これを（②）事件という。 ① 犬養毅　　

いぬかいつよし ② 五・一五

17 1936年、軍部中心の政権をめざす陸軍将校らが
東京で反乱をおこした。これを（　）事件とい
う。

二・二六

18 1938年、日本政府は日中戦争の長期化にそなえ
て、（　）法を制定した。 国家総動員

19 太平洋戦争は、海軍が（①）でアメリカ軍を、
陸軍が（②）でイギリス軍を攻撃した戦いで幕
を明けた。

①ハワイの真
珠湾 ②マレー半島

20 第二次世界大戦の頃、日本と同盟を結んでいた
国をすべて答えよ。 ドイツ、イタリア



21 （並びかえ）ア、沖縄戦が開始　イ、ポツダム宣
言を受諾を発表　ウ、広島に原爆　エ、ソ連が
満州に侵攻　オ、東京大空襲　カ、長崎に原爆　

オ⇨ア⇨ウ⇨エ⇨カ⇨イ

22 戦争の講和条約の日本代表の組み合わせで誤っ
ているものを選び、記号で答えよ。　　　　　
ア、日清戦争＝陸奥宗光　イ、日露戦争＝小村寿
太郎　ウ、第一次大戦＝原敬　エ、太平洋戦争
＝吉田茂

ウ（ベルサイユ条約の日本代表は西
園寺公望）

23 朝鮮戦争の始まった後、後の自衛隊となる
（①）が組織された。アメリカからの物資注文
により（②）と呼ばれる好景気になった。

①警察予備隊 ②特需景気

24 1946年の（　）の結果、地主・小作関係はなく
なり、自作農が増えた。 農地改革

問25～30まではその条約（宣言・声明）を結んだ内閣を記号で選べ。　　　　　　　　　
ア、吉田茂　イ、岸信介　ウ、田中角栄　エ、佐藤栄作　オ、鳩山一郎

25 1951年、日本は占領状態を終結させる（　）条
約を結んだ。 サンフランシスコ平和 ア

26 連合国による占領終了後も、アメリカ軍が日本
に基地をおけることを決めた条約を（　）条約
という。

日米安全保障 ア

27 ソ連とは1956年に（　）に調印して国交を回復
した。 日ソ共同宣言 オ

28 問27をきっかけに、日本は同年末（　）に加盟
し、国際社会に復帰した。 国際連合 オ

29 韓国とは1965年に（　）条約に調印して国交を
樹立した。 日韓基本 エ

30 中華人民共和国とは1972年に（　）に調印して
国交を樹立した。 日中共同声明 ウ


