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Ⅰ、文中の（ ）にいれるべき語は自分で考え、[ ]は語群から適語を選び記号で、それぞれ

適語を記せ。（なお同じ番号は同一語を示す）また下線部について以下の設問に答えよ。
１９４１年１２月８日、日本軍は開戦と同時に東南アジア各地に進出・占領、オーストリアとアメリカとの切断を図るべく南太平

洋にも進出していった。

しかし1942年６月[ 1 ]海戦の大敗をきっかけに戦局は大きく変化、南太平洋［ 2 ］島攻防戦の大敗で日本は完全に守

勢に回るようになった。その後、北太平洋のアッツ島や中部太平洋の島々で①守備隊が全滅するといった事態が相次いだ。そ

して1944年７月[ 3 ]島が陥落すると日本本土はアメリカの爆撃圏に組み込まれ、最新の爆撃機［ 4 ］による②本土空襲

が激化すると、政府は防空演習を強化するとともに、各家に[ 5 ]をつくらせ、さらに火災の延焼を防ぐために建物の[ 6 ]も

行われた。さらに、③子どもたちも家族と別れ、[ 7 ]として農村で暮らすことを余儀なくされた。

この年１０月、アメリカはフィリピン・レイテ島に上陸、④レイテ沖海戦の敗北によって、日本海軍は戦闘能力をほぼ失った。

次にアメリカがめざしたのは沖縄であった。日本軍は１３歳以上７５歳までの男子県民を徴兵、男子生徒は学校ごとに[ 8 ]

として組織され、女学生は学校毎に編成され[ 9 ]として前線に送られた。１９４５年４月、 ⑤アメリカ軍は特に大きな反撃もな

く沖縄に上陸に成功した。アメリカ軍に対し日本軍は洞窟などにこもって抵抗した。こういった日本軍のやり方は ⑥民間人を巻き

込み多くの悲劇を生み出した。

軍部が「[ 10 ]」をとなえすべての国民を軍事組織に組織する一方、⑦政府は和平工作をすすめていた。しかし、５月ドイツ

が降伏しても⑧和平条件をめぐって調整がつかず時間を浪費、国民の犠牲は増加していった。

ドイツを破った米英中三国は１９４５年７月２６日、⑨ポツダム宣言を発して日本に無条件降伏を求めたが、日本側はこれを黙

殺した。これにたいするアメリカの答えが８月６日の[ 11 ]への⑩原子爆弾の投下であった。さらに、８月９日未明、中立条約を

結んでいた、[ 12 ]軍が突然満州に侵攻、この地に入植していた人たちは現地に取り残され、苦しい逃避行を余儀なくされ、

集団自決を選んだ人々も多い。

こうした事態の中、⑪日本政府はポツダム宣言の受諾を決定、ついに８月１５日連合国に降伏した。

(ｱ)名古屋 (ｲ)東京 (ｳ)広島 (ｴ)レイテ (ｵ)ポツダム (ｶ)サイパン (ｷ)ミッドウェー (ｸ)ガダルカナル

(ｹ)ハワイ (ｺ)鉄血勤皇隊 (ｻ)郷土防衛隊 (ｼ)看護婦 (ｽ)焼夷弾 (ｾ)ソ連 (ｿ)国民義勇軍

＜設問＞

①(1)このような全滅のことを、軍部はどのような言葉で美化したのか、漢字二字で記せ。

(2)戦闘などで多くの人命が奪われる中、不足しがちであった将校を、早く育成するために、文系の学生たちの徴兵猶予が中

止され、軍人として徴兵されることとなった。このことを何というか。

②(1)本土空襲について説明した以下の文で誤りを含むものを1つ選び記号で答えなさい。

(ｱ)1945年3月以前は軍事施設を狙った攻撃が中心であった。

(ｲ)焼夷弾などを用い、火災によって損害を与えるという無差別爆撃が中心となった。

(ｳ)人々は空襲に備え、光が漏れないように電灯に黒い布を巻くなどの灯火管制が強いられていた。

(ｴ)3月10日未明の東京大空襲では一般人の死者が1万人にものぼるという大きな被害を出した。

(2)現在、京都の五条通や御池通で見られる広い道路は、空襲によって家屋が密集する人家への延焼を避けるために、家を

破壊した名残である。このように延焼を防ぐために家屋を破壊したことを何というか、記せ。

③戦時下において、これまでの小学校は、どのような名前に変更されたか。

④この戦い以降、日本軍は航空機などによる非人道的な攻撃手段を用いるようになる。どのようなやり方か、簡潔に記せ。

⑤これは日本軍による沖縄戦の位置づけからきたものである。日本軍は沖縄戦をどのように位置づけていたのか、簡潔に記せ。

⑥沖縄では県民がスパイ容疑をかけられ殺されるという事態も発生した。軍司令部は県民のどのような行為をスパイと見なすとし

たのか。

⑦日本政府が、米英との仲介を期待していた国はどこか。

⑧(1)日本政府が、戦争終結に際し絶対の必要条件としたものは何か。

(2)なぜ和平をめざす、日本政府が和平に踏み切れなかったのか。(1)以外の理由を記せ。
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⑨この宣言に含まれていなかったものを下から１つ選び記号を記せ。

(ｱ)戦争犯罪人の処罰 (ｲ)日本の軍事占領 (ｳ)昭和天皇の戦争責任追及 (ｴ)民主主義の復活・強化

(ｵ)軍国主義の除去 (ｶ)平和的政府の樹立

⑩アメリカがなぜ開発して余り時間がたっていない原子爆弾をあわただしく日本に投下したのか、その理由の一つを記せ。

⑪日本政府は国民に対し、降伏することをどのような方法で知らせたのか、説明せよ。

Ⅱ、文中の[ ]にいれるべき適語を語群より選び記号で記せ。
東南アジアに進出した日本は①大東亜共栄圏構想を打ち出し、１９４３年には占領下の人々の代表などを集めて[ 1 ]を開

催した。しかし、東南アジアに進出した日本軍は現地の人々や捕虜に強制労働を強いたり、[ 2 ]とよばれる特殊な紙幣を大

量に用い悪性のインフレーションを発生させるなど、人々を苦しめた。またシンガポールなどでは日本に反対すると思われる中国人

を虐殺するといった事件もおこした。また②現地の宗教や慣習を無視した日本化政策もおしすすめた。

こうした中、ビルマ建国の父[ 3 ]将軍など、当初、日本軍に協力的であった人々もしだいに離反、次々と反日ゲリラ組織

がつくられていった。

１９１０年以後、日本の植民地とされていた朝鮮半島では、戦争が激しくなるにつれて、日本による人間や物資の収奪がいっそ

う進んでいった。また[ 4 ]制度を導入し青年を兵士にかりたてたり、大量の朝鮮人を日本本土に[ 5 ]し、炭坑や土木工事

など危険な仕事に従事させた。こうした日本の植民地支配に対し、朝鮮民族のさまざまな抵抗運動もつづいた。

(ｱ)臣民化 (ｲ)東方会議 (ｳ)大東亜会議 (ｴ)強制連行 (ｵ)皇民化 (ｶ)特別志願兵 (ｷ)交鈔

(ｸ)軍票 (ｹ)フィリピン (ｺ)ホーチミン (ｻ)スカルノ (ｼ)アウンサン

①大東亜共栄圏構想とはどのようなものか、説明せよ。

②このような例を1つ以上記せ。

Ⅲ、[ ]内に入れるべき適語を語群より選び記号で記せ。また下線部についての問いに答え

よ。
日本の無条件降伏を受けて連合軍最高司令官[ 1 ]は厚木基地に到着、９月日本は降伏文書に調印、連合軍による占領

がはじまった。占領軍は形式的にはワシントンにおかれた[ 2 ]委員会を最高機関としていたが、実際には連合軍最高司令官総

司令部（略称[ 3 ]）が実権を握り、①間接統治のかたちをとった。

しかし、旧日本軍の[ 4 ]を実現した占領軍は、10月②改革に消極的であった[ 5 ]内閣を倒した。そして、新たに成立した[ 6

]内閣にたいし、③五大改革指令をだし、改革を加速させた。また④戦争犯罪人として東条元首相らが逮捕され裁判にかけら

れた。⑤教育の民主主義化がすすんだ。⑥天皇の扱いは日米双方にとって大きな問題であったが、⑦占領軍は天皇の戦争責

任を回避し天皇を守る姿勢をとり続けた。

46年4月には⑧新しい選挙法に基づく衆議院議員選挙がおこなわれ、[ 7 ]が首相となった。さらに、占領軍は、日本の軍国

主義の経済的基盤を破壊すべく、[ 8 ]解体と⑨農地改革を進めた。

敗戦と、それにつづく混乱は人々の生活を苦しめていた。海外からの大量の帰還兵や[ 9 ]者が帰国したこともあって、大量の

失業者が町にあふれた。戦時経済や[ 10 ]被害などで鉱工業生産は戦前の１／３以下に落ち込み、流通・交通網の不備か

ら物資の流通も滞りがちとなり、農作物も異常な凶作となった。このため、政府による配給物資の不足・遅配が日常化し、⑩都

市の住民らは生活必需品を[ 11 ]で買い、さらに農村へ[ 12 ]へ向かった。こうした生活の中、人々は生活を守るべき運動に参

加、⑪占領軍の労働組合育成策もあって、労働運動は一挙に活発化した。

一連の戦後改革の到達点が⑫新憲法の制定である。この憲法には単に日本だけでなく、第二次大戦で苦しめられた人々の

思いや世界の歴史における民主主義を求める人々の永い闘いの成果が反映している。

しかし、⑬米ソの対立の激化を背景に、アメリカの日本に対する政策は大きく変化しつつあった。中国で[ 13 ]が建国される

と、対立は東アジアにも広がり、⑭アメリカの日本への要求も変化してきた。

1950年の[ 14 ]戦争の発生は⑮日本社会に劇的な変化をもたらした。[ 15 ]によって経済は急速に復興、日本は一転好景

気にみまわれ鉱工業は戦前の水準に復した。他方、アメリカは日本における米軍の肩代わりとして[ 16 ]の新設を政府に指示、

沖縄などでは[ 17 ]の拡大が図られ住民との対立がつづいた。また戦争中の公職追放者が追放解除になる一方、[ 18 ]とそ
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の支持者が官公庁・マスコミといった職場から追われた。こうした流れの中、アメリカは日本が独立したほうが有利と考え、1951年

⑯[ 19 ]平和条約を締結して独立を達成、あわせて[ 20 ]条約にも調印した。

(ｱ)日本国 (ｲ)青空 (ｳ)地下 (ｴ)空襲 (ｵ)闇市 (ｶ)東京 (ｷ)独立 (ｸ)人間 (ｹ)売り込み (ｺ)引き揚げ

(ｻ)買い出し (ｼ)大日本帝国 (ｽ)ニュールンベルク (ｾ)トルーマン (ｿ)ルーズベルト (ﾀ)マッカーサー (ﾁ)チャーチル

(ﾂ)ＤＤＴ (ﾃ)ＮＡＴＯ (ﾄ)ＧＨＱ (ﾅ)ＣＩＡ

①占領下の日本での間接統治について記した以下の文の空欄に適語をいれなさい。

（ １ ）の指令・勧告により、（ ２ ）が政治を行うというシステム

②１９４５年９月、この内閣は、新聞が掲載したある写真を不敬罪として差し止めようとしたが、占領軍に拒否された。多くの人にシ

ョックを与えたこの写真はどのようなものであったかを記し、なぜ国民にショックを与えたのかについても説明せよ。

③五大改革指令に当てはまらないものを１つ指摘せよ。

(ｱ)女性参政権 (ｲ)労働組合の結成 (ｳ)教育の自由主義化 (ｴ)貿易の自由化 (ｵ)経済の民主化

④東条のように戦争指導者として裁かれたＡ級戦犯のほかに、ＢＣ級戦犯として裁かれた人々がいる。どのような人が BC 級戦
犯として裁かれたのか。説明せよ。

⑤教育の民主化とかかわって記した以下の文で誤りを含むものを１つ記せ。

(ｱ)終戦直後、政府は軍国主義的記載部分を墨を塗って抹消した「墨塗り教科書」を用いさせようとした。

(ｲ)歴史や地理などの教科は軍国主義に利用されたとして廃止、新たに社会科をおいた。

(ｳ)文部省は、あらたな国民の道徳の基本として「教育勅語」を定めた。

(ｴ)教育の民主化を定めた「教育基本法」を制定した。

(ｵ)小・中学校を義務教育とする６・３・３・４制単線的教育制度が導入された。

⑥1946年1月1日、天皇が自らの神格化を否定した談話（宣言）を、どのように呼ぶか、解答欄の指示にしたがって記せ。

⑦(1)占領軍がなぜ天皇の戦争犯罪を免罪し、彼を守る態度をとり続けたのか。その理由を記せ。

(2)こうした占領軍の姿勢は、日本国憲法のどのような規定につながったのかを記せ。

⑧この選挙法の規定を記した下の文の（ ）にいれるべき適語を記せ。

（ １ ）歳以上のすべての（ ２ ）に選挙権を与える。

⑨農地改革について説明した下の文のうち、誤りを含むものを指摘せよ

(ｱ)占領軍は軍国主義の温床のひとつを日本の寄生地主制だと考えていた。

(ｲ)1946年、政府はいったん農地改革を行ったが、占領軍はこれを不十分とした。

(ｳ)不在地主の全貸付地と在村地主の一定以上の貸付地が政府に強制的に買い付けられ、安価で売却された。

(ｴ)この改革は実施されたが、農村での地主の支配力は維持され、農村の保守的傾向はつづいた。

(ｵ)この改革は実施されたが、農村での地主の支配力は維持され、農村の保守的傾向はつづいた。

⑩女性たちは自分たちの衣服を食料に変えるという生活を余儀なくされた。このようなようすをある植物にたとえてどのようにいってい

たのか。解答用紙の指示に従ってしるせ。

⑪（１）こうしたなかで制定された労働三法に含まれないものを１つ選べ。

(ｱ)労働基本法 (ｲ)労働組合法 (ｳ)労働関係調整法 (ｴ)労働基準法

（２）これ以後の労働運動にこうした占領軍の姿勢はどのように変わっていくのか、正しいものを１つ選び、記号で記せ。

(ｱ)1946年、食糧不足を背景に食糧メーデーなど「米よこせ」運動が発展、占領軍はこうした動きを好感した。

(ｲ)1947年、２・１ゼネストが計画されたが、占領軍の圧力によって中止を余儀なくされた。

(ｳ)アメリカの対日政策の変化を受け、政令２０１号で公務員労働者の争議権が剥奪された。
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(ｴ)経済安定９原則による不況の深刻化と大量の首切りを背景に、労働運動が激化、下山事件などの事件も発生した。

(ｵ)朝鮮戦争のなか、共産党の影響力の強い労働組合の連合体・産別会議が分裂、弱体化していった。

⑫日本国憲法の三本柱を記せ。

⑬こうした東西対立は、どのようによばれたか。解答欄の指示にしたがって記せ。

⑭（１）1947年以降の占領軍の政策は、これまでの軍国主義の除去、民主主義化という方針からどのように変わってきたのか。

新しい政策にかかわるものを二つ選べ。

(ｱ)経済復興 (ｲ)再軍備 (ｳ)独占企業の解体 (ｴ)労働運動の育成 (ｵ)軍需産業の禁止 (ｶ)所得倍増

（２）アメリカによってすすめられる経済政策のなかで、１ドルの為替レートは何円と固定されたのか。

⑮この時期(1950～56年)でないものを選び記号で答えよ。（解答欄21）

(ｱ)アメリカ軍は日本国内の軍事力不足を補うために警察予備隊を新設した。

(ｲ)共産主義者やその支持者を公職などから追放した。

(ｳ)産別会議のなかから占領軍のあとおしで日本労働組合総評議会（総評）が結成された。

(ｴ)刑法改正で不敬罪や姦通罪が廃止され、教育委員も公選制とされた。

(ｵ)服役中の戦争犯罪人の仮釈放や、公職追放者の解除が進められた。

⑯(1)この条約は「片面講和」といわれ強い反発を受けた。片面講和とはどのような事実を示すのか、簡潔に記せ。

(2)この条約の結果、アメリカの占領がつづくことになった地域をあるだけ示せ。

(ｱ)南千島 (ｲ)沖縄列島 (ｳ)小笠原諸島 (ｴ)北海道 (ｵ)奄美大島


