
★日本史チョコ暗記シート★覚えたい列を指で隠して答えろ♪

年代
猿人 アフリカ 二足歩行 ７００万年前

原人 会話 火 ２００万年前

新人 打製石器 ホモサピエンス ２０万年前

新石器時代 縄文土器 磨製石器 狩りや漁 １万年前

土偶 縄文時代 女性の人形 A

弥生時代 稲作 弥生土器 金属器 ２３００年前

卑弥呼 邪馬台国 魏 金印 Ｂ２３９年

埴輪 古墳時代 男性の人形 古墳 B

渡来人 朝鮮半島 仏教 漢字 B

推古天皇 摂政 聖徳太子 蘇我馬子 Ｂ５９３年

聖徳太子 冠位十二階 十七条の憲法 B

小野妹子 髄 遣隋使 男子 Ｂ６０７年

法隆寺 世界最古 飛鳥文化 仏教 C

大化の改新 中大兄皇子 中臣鎌足 蘇我氏 Ｃ６４５年

改新の詔 公地公民 口分田 租庸調 C

中大兄皇子 天智天皇 白村江の戦い 庚午年籍 C

中臣鎌足 藤原氏 藤原不比等 C

壬申の乱 大海人皇子 大友皇子 天武天皇 Ｃ６７２年

持統天皇 天智天皇の娘 天武天皇の嫁 藤原京 C

大宝律令 刑罰や政治 文武天皇 藤原不比等 Ｃ７０１年

平城京 奈良の都 長安 和同開珎 Ｄ７１０年

墾田永年私財法 奈良時代 公地公民中止 言いたくなる Ｄ７４３年

聖武天皇 東大寺 行基 奈良の大仏 Ｄ７５２年

平安京 京都の都 桓武天皇 Ｄ７９４年

天台宗 最澄 真言宗 空海 E

坂上田村麻呂 征夷大将軍 蝦夷 E

清和天皇 藤原良房 摂政 E

光孝天皇 藤原基経 関白 摂関政治 F

遣唐使 菅原道真 大宰府 F８９４年

安和の変 藤原実頼 藤原最強 F９６９年

藤原道長 最盛期 藤原頼通 平等院鳳凰堂 F

白河天皇 上皇になる 院政 平氏 Ｇ

保元の乱 崇徳上皇 後白河天皇 源氏と平氏 Ｇ１１５６年

平治の乱 平清盛 源義朝 源頼朝島流し Ｇ１１５９年

平清盛 太政大臣 日宋貿易 Ｇ

壇ノ浦の戦い 源頼朝 源義経 平家滅亡 Ｈ１１８５年

源頼朝 御家人 守護 地頭 Ｈ１１８５年

鎌倉幕府 征夷大将軍 源頼朝 Ｈ

執権 北条氏 鎌倉幕府 Ｊ

承久の乱 後鳥羽上皇 北条義時 北条政子 Ｊ１２２１年

六波羅探題 承久の乱後 天皇の監視 Ｊ１２２１年

御成敗式目 貞永式目 北条泰時 最初の武家法 Ｊ１２３２年

北条時宗 フビライハン 元寇 文永弘安の役 Ｊ１２７４年

永仁の徳政令 元寇のあと 貧乏御家人 借金チャラ Ｊ１２９７年

マルコポーロ フビライハン 東方見聞録 ジパング Ｊ

丸ぼうろ 佐賀の銘菓 おばあちゃん ＢＢＡ

後醍醐天皇 鎌倉幕府滅亡 建武の新政 足利尊氏 Ｋ１３３３年

室町幕府 足利尊氏 征夷大将軍 南北分裂 Ｋ１３３８年

光厳天皇 京都の北朝 後醍醐天皇 奈良の南朝 Ｋ

足利義満 室町幕府 南北朝統一 Ｌ１３９２年

平清盛は太政大臣になって日宋貿易も大成功♪平治絶頂期！！！

No.１

弥生時代になると稲作してて弥生土器や金属器を使ってた☆

改新の詔を出して公地公民とし口分田を配り、租庸調の税を取ることに！

中大兄皇子は天智天皇になった！白村江の戦いをしたり庚午年籍作った☆

ちょっと進化し原人になると会話や火を使えるようになった☆

新人になると打製石器を使うようになる！ホモサピエンスがこれ☆

土偶は縄文時代に作られた女性の人形！現代の美少女フィギュア

新石器時代になると縄文土器や磨製石器を使いだし狩りや漁をした！

室町幕府３代将軍の足利義満になってやっと南北朝を統一した♪

マルコポーロはフビライに仕えて東方見聞録で日本をジパングと紹介！

マルコポーロと違って丸ぼうろは佐賀の銘菓で昔よくばあちゃんがくれた♪

後醍醐天皇は足利尊氏に助けられ鎌倉幕府を倒し建武の新政を始めた☆

足利尊氏が後醍醐天皇を追っ払い征夷大将軍になって室町幕府をひらく！

足利尊氏は後醍醐天皇ともめて勝手に光厳天皇と京都に北朝を作る！

承久の乱で後鳥羽上皇を執権北条義時(バックに政子)がぶっ鳥羽す！

承久の乱のあと天皇がいらんことせんように監視の六波羅探題を作った！

御成敗式目(貞永式目)は北条泰時が作った最初の武家法♪

北条泰時の時フビライハンがせめてくる元寇が２回(文永と弘安)あった☆

元寇のあと土地もらえなかった貧乏御家人の借金チャラにしろて命令…

保元の乱で崇徳上皇と後白河天皇がもめて武士の源氏と平氏が活躍☆

保元で活躍すると平治の乱で平清盛は源義朝を倒し源頼朝は島流し！

壇ノ浦の戦いで源頼朝と源義経は平家を滅ぼした！んでその後ケンカ…

源頼朝は御家人て部下を作り守護や地頭を置いて源義経も東北へ追い込む！

源頼朝は征夷大将軍になって鎌倉に幕府を開いた♪

鎌倉幕府では将軍のサポート執権て仕事が誕生し北条氏が権力を持つ☆

清和天皇はその名のごとく世話が必要なので藤原良房が摂政になった♪

光孝天皇になると藤原基経が天皇をあやつる関白になって摂関政治に！

唐が滅びそうなので遣唐使を検討し廃止にした菅原道真は大宰府へ！

安和の変でライバルをぶっ飛ばした藤原実頼で藤原家は最強になった♪

藤原家は藤原道長で最盛期を迎え藤原頼通の時に平等院鳳凰堂を作った☆

白河天皇は上皇になって院政をはじめて平氏などの武士が出始めた♪

桓武天皇は京都の平安京に都を移した！

天台宗は最澄が作って真言宗は空海が作った♪２人とも中国で修業☆

坂上田村麻呂は征夷大将軍になって東北の蝦夷をぶっ飛ばした！

小野妹子は髄にいく！遣隋使ははじめてのおつかいの元祖♪実は男性！

聖徳太子が作った世界最古の木造建築で飛鳥文化の代表！

大化の改新で中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我氏を倒す☆

壬申の乱で大海人皇子は大友皇子を倒し天武天皇になる！

持統天皇は中大兄皇子(天智天皇)の娘で天武の嫁！藤原京を作った☆

大宝律令は刑罰や政治の決まり事で文武天皇の時に不比等たちが作った！

中臣鎌足は名前もらってのちの藤原氏になる☆藤原不比等の父ちゃん♪

覚えたい単語 単語の解説
人類の祖先は猿人でアフリカに登場！二足歩行開始！！

聖徳太子は冠位十二階や十七条の憲法を作る☆

卑弥呼は邪馬台国の女王で魏から金印をもらったらしい♪

埴輪は古墳時代に作られた男性の人形で古墳のお守り！(ムリだけど)

中国の長安をモデルに奈良に平城京を作る☆もう和同開珎とか使ってた♪

耕せば自分の土地になるのが墾田永年私財法！公地公民じゃなくなった…

聖武天皇は仏教のため東大寺を作って行基に奈良の大仏を作らせた♪

朝鮮半島から日本に挑戦しに来た渡来人で仏教や漢字が伝わる♪

推古天皇の摂政(サポート係)には聖徳太子がなる！蘇我馬子も協力♪



★日本史チョコ暗記シート★覚えたい列を指で隠して答えろ♪

年代
勘合貿易 日明貿易 倭寇 足利義満 Ｌ

応仁の乱 西軍山名持豊 東軍細川勝元 足利義政 Ｌ

永楽通宝 明の銅銭 日明貿易 Ｌ

正長の土一揆 馬借と農民 徳政令 Ｌ

山城国一揆 地侍 加賀一向一揆 一向宗 Ｌ

鉄砲 種子島 ポルトガル Ｎ１５４３年

ザビエル キリスト教 イエズス会 スペイン Ｎ１５４９年

南蛮貿易 ポルトガル スペイン 平戸や長崎 Ｎ

桶狭間の戦い 尾張の大名 織田信長 今川義元 Ｎ１５６０年

延暦寺丸焼き 織田信長 浅井と朝倉 Ｎ１５７１年

長篠の戦い 織田信長 武田勝頼 足軽鉄砲隊 Ｎ１５７５年

織田信長 関所を廃止 安土城 楽市楽座 Ｎ

石山本願寺 織田信長 一向一揆 Ｎ１５８０年

本能寺の変 明智光秀 織田信長 Ｎ１５８２年

山崎の合戦 明智光秀 豊臣秀吉 三日天下 Ｎ１５８２年

豊臣秀吉 関白 太政大臣 天下統一 Ｎ１５９０年

豊臣秀吉 刀狩り 太閤検地 バテレン追放 Ｎ

朝鮮出兵 文禄の役 慶長の役 豊臣秀吉の死 Ｎ

関ヶ原の戦い徳川家康 豊臣秀頼 石田三成 Ｏ１６００年

江戸幕府 徳川家康 征夷大将軍 Ｏ１６０３年

大坂夏の陣 豊臣秀頼 豊臣氏滅亡 Ｏ１６１５年

武家諸法度 禁中並びに 公家諸法度 江戸幕府 Ｏ１６１５年

江戸の大名 親藩大名 譜代大名 外様大名 Ｏ

島原の乱 キリスト教 天草四郎 Ｏ１６３７年

朱印船貿易 朱印状 江戸の貿易 Ｏ

参勤交代 徳川家光 １年おき 大名行列 Ｏ

鎖国 徳川家光 オランダ・中国 出島 Ｏ

徳川家光 慶安の御触書 五人組 年貢 Ｏ

江戸 将軍のお膝元 大阪 天下の台所 Ｏ

文治政治 ４代将軍 徳川家綱 朱子学 Ｐ

徳川綱吉 ５代将軍 生類憐みの令 元禄小判 Ｐ

新井白石 ６代将軍 徳川家宣 正徳の治 Ｐ

徳川吉宗 ８代将軍 紀伊藩 享保の改革 Ｐ

享保の改革 目安箱 上米の制 公事方御定書 Ｑ

田沼意次 ９、１０代将軍 老中 天明の飢饉 Ｑ

松平定信 １１代将軍 老中 寛政の改革 Ｑ

外国船打払い フェートン号 ラックスマン Ｑ１８２５年

大塩平八郎 天保の飢饉 Ｑ１８３７年

蛮社の獄 高野長英 鎖国を批判 Ｑ１８３７年

水野忠邦 天保の改革 贅沢を禁止 Ｑ

天保の改革 株仲間の解散 人返し令 上知令 Ｑ１８４１年

伊能忠敬 蝦夷(北海道) 日本地図 Ｑ

日米和親条約 ペリー 浦賀 下田と函館 Ｒ１８５３年

日米修好通商条約 ハリス 井伊直弼 不平等条約 Ｒ１８５８年

安政の大獄 井伊直弼 幕府批判 吉田松陰 Ｒ

桜田門外の変 井伊直弼 暗殺された Ｒ１８６０年

尊王攘夷運動 外国人嫌い 天皇最高 Ｒ

公武合体 １４代将軍 徳川家茂 和宮 Ｒ

下関砲撃事件 長州 生麦事件 薩摩 Ｒ

薩長同盟 坂本龍馬 木戸孝允 西郷隆盛 Ｒ

安政の大獄で井伊直弼は幕府を批判した吉田松陰を罰した！

安政の大獄とかしてた井伊直弼は桜田門外の変で暗殺された、、、

外国人びいきの幕府に嫌気さして天皇中心に外国人追っ払い運動☆

公武合体で１４代将軍の徳川家茂と天皇系の和宮を結婚させちゃう作戦♪

下関砲撃事件で長州(山口)が生麦事件で薩摩(鹿児島)が外国ともめる…

坂本龍馬が間に入って木戸孝允と西郷隆盛は協力し薩長同盟を組む！

蛮社の獄で鎖国を批判してた高野長英達をぶっ叩いた(;´Д｀)

老中水野忠邦は天保の改革で贅沢を禁止した！

天保の改革と言えば株仲間の解散、人返し令、上知令♪

ロシアとかが来てたので伊能忠敬に蝦夷を調べさせ日本地図を作らせた☆

ペリーが黒船で浦賀に来て結局日米和親条約を結び下田と函館を開港！

ハリスは井伊直弼と不平等な日米修好通商条約を結んだ…( ﾉД`)

跡継ぎが途絶えると紀伊藩から８代将軍吉宗が来て享保の改革をした☆

享保の改革と言えば目安箱、上米の制、公事方御定書なんてのがある！

９，１０代将軍の老中だった田沼意次は商業頑張ったけど天明の飢饉が起きる…

１１代将軍の老中だった松平定信は寛政の改革を頑張った♪

ラックスマンが来たりフェートン号事件が起きて外国船打払い令が出た！

天保の飢饉で苦しんでたんで大塩平八郎は乱をおこした♪

徳川家光は鎖国してオランダと中国とだけ出島で貿易した！

徳川家光は慶安の御触書や五人組で農民をしばり年貢を取りまくった…

江戸は将軍のおひざもと、大阪は天下の台所と呼ばれた☆

４代将軍家綱からは朱子学を使った頭でおさめる文治政治に切り替えた！

５代将軍徳川綱吉のやった生類憐みの令や元禄小判はよくなかった…

新井白石は６代将軍の徳川家宣の頃に正徳の治ってのをやった！

大坂夏の陣で豊臣秀頼は敗れて豊臣氏は滅亡した☆

江戸幕府は国内に武家諸法度と禁中並公家諸法度を出してまとめた！

江戸の大名は親族の親藩、仲間の譜代、元敵の外様大名の３種類☆

島原の乱で天草四郎率いるキリスト教徒が反乱した！

江戸時代の最初は海外とも朱印状を使って朱印船貿易がやれてた♪

三代将軍徳川家光は１年おきに江戸を行き来する参勤交代を義務化した☆

山崎の合戦で明智光秀は豊臣秀吉にあだ討ちされ三日天下に終わった…

豊臣秀吉は関白や太政大臣になってとうとう天下統一もした♪

豊臣秀吉は国民には刀狩や太閤検地で外国人にはバテレン追放令やった！

朝鮮出兵を２回(文禄・慶長の役)やったけど豊臣秀吉が死んで挫折。。。

関ヶ原の戦いで徳川家康は豊臣秀頼(バックに石田三成)を倒す！

徳川家康は征夷大将軍になって江戸幕府を開いた♪

長篠の戦いで織田信長は足軽鉄砲隊で武田勝頼を倒した！！

織田信長は関所を廃止し、安土城を作り楽市楽座で商業を活発に♪

本能寺の変で明智光秀に織田信長は倒された。。。

織田信長は浅井・朝倉氏と組んで延暦寺を焼き討ちした！

一向宗の一向一揆をおさえるため織田信長は石山本願寺を攻めた☆

No.２

覚えたい単語 単語の解説
足利義満の頃、日本と明は海賊倭寇の対策で勘合貿易を始めた☆

スペインから来たイエズス会のザビエルがキリスト教を広めた！

南蛮貿易ではポルトガルやスペインと平戸や長崎で貿易した☆

応仁の乱は西軍山名、東軍細川に分かれた足利義政の跡継ぎ争い…(-_-;)

永楽通宝は室町時代に使われた明の銅銭で日明貿易で日本に入ってきた！

馬借と農民が徳政令(借金チャラ)のため正長の土一揆をおこした！

地侍が守護に山城国一揆や一向宗が守護大名に加賀一向一揆をおこした☆

ポルトガル人が鹿児島の種子島に鉄砲を伝えた♪

桶狭間の戦いで終わりの戦国大名の織田信長は今川義元を倒した！！



★日本史チョコ暗記シート★覚えたい列を指で隠して答えろ♪

年代
大政奉還 徳川慶喜 朝廷に返す Ｒ１８６７年

薩摩の反幕派 西郷隆盛 大久保利通 Ｒ

長州の反幕派 高杉晋作 木戸孝允 Ｒ

近江屋事件 坂本龍馬 暗殺 Ｓ

王政復古 天皇中心 明治時代 江戸を東京 Ｓ１８６７年

戊辰戦争 旧幕府 新政府 鳥羽伏見の戦い Ｓ１８６８年

江戸無血開城 戊辰戦争 勝海舟 西郷隆盛 Ｓ

新政府 五箇条の御誓文 五榜の掲示 五稜郭の戦い Ｓ

版籍奉還 天皇に返す 廃藩置県 改めて指名 Ｓ

岩倉使節団 伊藤博文 大久保利通 桂(木戸孝允) Ｓ

西郷政府(仮) 学制 徴兵制 地租改正 Ｓ

富国強兵 地租改正 徴兵制 ２０男子３年 Ｓ

西南戦争 征韓論 西郷隆盛 Ｓ１８７７年

自由民権運動 藩閥政治 板垣退助 民選議員設立 Ｔ

板垣退助 自由党 大隈重信 立憲改進党 Ｔ

国会開設の詔 10年後に開設 伊藤博文 憲法修行 Ｔ１８８１年

初代総理大臣 伊藤博文 岩倉使節団 Ｔ１８８５年

大日本帝国憲法 天皇主権 アジア初 立憲政治 Ｔ１８８９年

帝国議会 衆議院 貴族院 二院制 Ｔ１８９０年

選挙権 ２５歳男子 １５円以上 国民の１％ Ｔ

井上馨 外国人参加 欧化政策 ノルマントン号 Ｕ

欧化政策 鹿鳴館 井上馨 舞踏会 Ｕ

ノルマントン号 イギリス 日本人見殺し 治外法権 Ｕ

陸奥宗光 イギリス 領事裁判権 不平等解消 Ｕ１８９４年

日清戦争 下関条約 賠償金 朝鮮独立 Ｕ１８９４年

三国干渉 下関条約 遼東半島 ドフロ Ｕ１８９５年

八幡製鉄所 下関条約 賠償金 官営工場

義和団事件 中国 西太合 八か国連合軍 Ｕ１９００年

日英同盟 ロシア 南下政策 満州や朝鮮 Ｖ１９０２年

日露戦争 ポーツマス条約 ルーズベルト 賠償金なし Ｖ１９０４年

ポーツマス条約 韓国の優越権 南満州鉄道 賠償金なし Ｖ１９０５年

伊藤暗殺 韓国統監府 安重根 Ｖ１９０９年

韓国併合 寺内正毅 朝鮮に改名 朝鮮総督府 Ｖ１９１０年

関税自主権 小村寿太郎 ピース Ｖ

第１次大戦開始 サラエボ事件 三国協商 三国同盟 Ｗ１９１４年

三国協商 イギリス フランス ロシア Ｗ

三国同盟 ドイツ イタリア オーストリア Ｗ

同盟側敗北 多額の賠償 軍備縮小 植民地没収 Ｗ

ベルサイユ条約 パリ講和会議 ウィルソン １４箇条の原則 Ｗ

ヨーロッパの火薬庫 バルカン半島 第一次大戦 サラエボ事件 Ｗ

サラエボ事件 オーストリア セルビア人 第一次大戦 Ｗ

辛亥革命 清が中華民国 孫文 袁世凱 Ｗ１９１２年

第一次護憲 犬養毅 ワン Ｗ

21か条の要求 大隈重信 中華民国 袁世凱 Ｗ１９１５年

21か条の要求 日英同盟 ドイツ攻撃 第一次大戦 Ｗ１９１５年

ワシントン会議 第一次大戦 軍備縮小 Ｘ１９２０年

原敬 政党内閣 立憲政友会 平民宰相 Ⅹ

大正デモクラシー 天皇主権 民主主義 民本主義 Ⅹ

３１独立運動 朝鮮 ５４運動 中国 Ⅹ１９１９年

関東大震災 治安維持法 天皇死去 金融恐慌 Ｘ

普通選挙法 ２５歳男子 すべての男子 加藤高明 Ⅹ１９２５年

近江屋事件で坂本龍馬は暗殺された( ﾉД`)ｼｸｼｸ…

立憲政友会の原敬が初の政党内閣を作って平民宰相と言われた♪

天皇主権で民主主義を目指す民本主義を目指した大正デモクラシー☆

朝鮮では３１独立運動、中国では五指運動って日本から卒業したがった！

Ｘ時代は関東大震災に社会主義拡大、天皇死亡、恐慌と大変だった(;´Д｀)

加藤高明内閣の時普通選挙法で２５歳以上の男子すべてに選挙権が出た♪

清では孫文と袁世凱が辛亥革命を起こし成功させ中華民国にした！

第一(ワン)次護憲運動は犬養毅でＷ(ワン)時代♪

小村寿太郎が関税自主権を回復してピース♪Ｖ時代の締めにピッタリ☆

大隈重信は中華民国の袁世凱に21か条の要求をぶん投げた！

21か条の要求は大戦中の日英同盟のイギリス応援にドイツ弱体化のため☆

第一次大戦で平和を求める軍備縮小のワシントン会議が開かれた！

第一次大戦の三国協商側はイギリス・フランス・ロシアが中心！

第一次大戦の三国協商側はドイツ・イタリア・オーストリアが中心！

第一次大戦では同盟側が敗北して多額の賠償に軍備縮小、植民地没収…

パリ講和会議でベルサイユ条約！ウィルソンは１４箇条の原則を発表☆

バルカン半島はヨーロッパの火薬庫と言われサラエボ事件で第一次大戦！

サラエボ事件はセルビア人がオーストリア皇太子暗殺し大戦に発展( ﾉД`)

西太合の義和団事件の起きた中国に８ヶ国連合軍が来てボコる( ﾉДＴ)

ポーツマス条約では韓国の優越権や南満州鉄道ＧＥＴも賠償金なし…

韓国の優越権で作った韓国統監府のトップを伊藤博文は安重根に暗殺！

寺内正毅の時に韓国併合！朝鮮に改名し支配のため朝鮮総督府を置いた☆

サラエボ事件をきっかけに三国協商と三国同盟による第1次大戦が起きた！

下関条約の賠償金二億で官営工場の八幡製鉄所が作られた♪

ノルマントン号事件ではイギリス人が日本人見殺しで無罪…治外法権の闇！

陸奥宗光がイギリスと領事裁判権の撤廃で不平等条約を解消♪

日清戦争で日本は勝利し下関条約で２億の賠償金を得て朝鮮も独立☆

ドイツフランスロシアの三国が下関条約に干渉して遼東半島を諦めさせる…

ロシアが南下政策で満州や朝鮮ねらってたのでイギリスと日英同盟結ぶ！

日露戦争で日本は勝ちルーズベルト(米)協力でポーツマス条約を結ぶ☆

岩倉使節団に行ってた伊藤博文は初代総理大臣になった☆

大日本帝国憲法によって天皇主権でアジア初の立憲政治が誕生♪

はじまった帝国議会は衆議院と貴族院の二院制！

選挙権は２５歳男子で１５円以上税金を納めているのが条件で国民の１％☆

井上馨は外国人参加を条件に領事裁判権を改善！欧化政策やノルマン事件も！！

井上馨が頑張った欧化政策では鹿鳴館を作って舞踏会を開いた♪

西郷の仮政府は学制や徴兵制、地租改正(３％狙ったけど２．５％)頑張った！

富国強兵では地租改正で金集めて徴兵制で２０歳男子は３年兵役にした☆

征韓論でもめ新政府を離れた西郷隆盛は西南戦争で新政府に敗れ散った…

薩長の独占する藩閥政治に自由民権運動で板垣退助らが民選議員とか叫ぶ

板垣退助は自由党、大隈重信は立憲改進党って政党を作ってみた♪

国会開設の詔で１０年後に国会を開く約束した伊藤博文は外国で憲法を学ぶ

王政復古の大号令で将軍から天皇中心の明治時代になり江戸も東京へ☆

結局旧幕府と新政府で京都の鳥羽伏見を舞台に戊辰戦争が開始！！

戊辰戦争では旧幕府の勝海舟と新政府の西郷隆盛が話し江戸無血開城♪

新政府はＳ時代に５の五箇条の御誓文、五榜の掲示、五稜郭で旧幕府倒す☆

版籍奉還で天皇に返させ廃藩置県でトップも新政府が指名して支配を強化！

岩倉使節団には伊藤博文や大久保利通、木戸孝允達が参加し国外を旅行♪

No.３

覚えたい単語 単語の解説
１５代将軍徳川慶喜は朝廷に権力を返し戦争なしで江戸時代終了☆

薩摩の反幕派と言えば西郷隆盛や大久保利通！

長州の反幕派と言えば高杉晋作や木戸孝允！！



★日本史チョコ暗記シート★覚えたい列を指で隠して答えろ♪

年代
世界恐慌 アメリカ 株価暴落 Ｙ１９２９年

ニューデール アメリカ ブロック経済 イギリス Ｙ

満州事変 柳条湖事件 南満州鉄道 奉天 Ｙ１９３１年

リットン調査団 満州事変 国際連盟 日本撤退 Ｙ１９３３年

西安事件 蒋介石 毛沢東 国共合作 Y1936年

５１５事件 犬養毅 海軍の青年 政党政治終了 Y1932年

５５１事件 関西の肉まん 揚子江 逆に持つ うまい

２２６事件 陸軍の青年 軍の発言力 Y1936年

日独防共協定 ヒトラー ファシズム Y1936年

日中戦争 盧溝橋事件 国家総動員法 大政翼賛会 Y1937年

独ソ不可侵条約 ドイツ ソ連 第二次大戦 Y1939年

第二次大戦 ドイツ ポーランド ヒトラー Y1939年

日独伊三国 日本 ドイツ イタリア Z1940年

太平洋戦争 ハワイ 真珠湾攻撃 東条英機 Z1941年

戦時中の日本 学童疎開 学徒動員 配給制 Z

ミッドウェー ガダルカナル サイパン島 小磯内閣 Z

カイロ会談 ヤルタ会談 ポツダム会議 日本敗戦 Z

ポツダム宣言 アメリカ イギリス 中国 Z1945年

8月6日 広島 8月9日 長崎 Z1945年

ＧＨＱ マッカーサー 連合国総司令部 占領政策 Z

女性参政権 ２０歳以上 男女全員 Z

沖縄 アメリカ 北方領土 ソ連 Z

日本国憲法 国民主権 基本的人権 平和主義 Z

敗戦後の後の日本 天皇は人間 軍隊は解散 財閥は解体 Z

農地改革 自作農 労働基準法 労働組合 Z

国際連合 米英仏ソ中 安全保障理事会 戦後

資本主義 アメリカ ＮＡＴＯ 北大西洋条約機構 戦後１９４９

社会主義 ソ連 ワルシャワ条約機構 戦後１９５５

冷戦 資本主義 社会主義 戦後

マルタ階段 冷戦終了 ブッシュ ゴルバチョフ 戦後１９８９

ヨーロッパ ＥＥＣ ＥＣ ＥＵ 戦後

サンフランシスコ 平和条約 日本独立 戦後１９５１

朝鮮戦争 韓国 北朝鮮 警察予備隊 戦後

日ソ共同宣言 ソ連と仲直り 国際連合 戦後１９５５

自衛隊 朝鮮戦争 警察予備隊 戦後

仕事の成功 能力 信頼 やる気

夢 目的 仕事名 おもろい人生

ヒライ うどん フジイ からあげ

日本の軍隊は朝鮮戦争などで警察予備隊から自衛隊へと進化した！

仕事の成功には能力・信頼・やる気がそろってないといけない☆

夢は目標(通過点)ではなく目的(ゴール)で仕事ではなくおもろい人生や☆

熊本ではヒライだとうどんがうまくてフジイはからあげがうまい♪

マルタ会談でブッシュとゴルバチョフが仲良くし冷戦が終了♪

ヨーロッパはＥＥＣ⇒ＥＣ⇒ＥＵってどんどん協力してった☆

サンフランシスコ平和条約で日本は独立した！

朝鮮戦争で韓国と北朝鮮に分かれ日本にも警察予備隊ができた☆

国際連合は米英仏ソ中が中心となって安全保障理事官なんか開かれた♪

日ソ共同宣言でソ連と仲直りした日本は国際連合にもやっと加盟できた♪

敗戦後に農地改革で自作農が生まれて労働基準法で労働組合ができた☆

第二次大戦後に沖縄はアメリカに北方領土はソ連に占領された☆

８月６日に広島に！その後８月９日に長崎に原爆が落ちた！！

資本主義の国はアメリカを中心にＮＡＴＯ北大西洋条約機構を作った！

社会主義の国はソ連を中心にワルシャワ条約機構を作った！

戦後世界は冷戦でアメリカ中心の資本主義とソ連中心の社会主義でもめた

カイロ会談、ヤルタ会談、ポツダム宣言で日本の敗戦がどんどん濃厚に！？

アメリカ、イギリス、中国が日本へ降伏した方が幸福だとポツダム宣言☆

終戦後に連合国軍総司令部ＧＨＱがマッカーサーを中心に占領政策を開始！

第二次大戦後に女性参政権が認められ20歳以上の男女全員に選挙権が♪

日本国憲法で国民主権、基本的人権、平和主義の３本が基本の柱に！

敗戦後の日本では天皇は人間で軍は解散で財閥は解体された。。。

独ソ不可侵条約でドイツとソ連は手を組み第二次大戦開始につながった！

日独伊三国同盟で日本、ドイツ、イタリアは第二次大戦中手を組んだ！

第二次大戦はドイツのヒトラーがポーランド侵攻で始まった☆

ハワイの真珠湾を攻撃して太平洋戦争が始まった。。。首相は東条英機☆

戦時中の日本は学童疎開や学徒動員、配給制でどんどん苦しくなってった…

ミッドウェー海戦、ガダルカナル島、サイパン島で負け首相が東條から小磯に

５１５事件では犬養毅が海軍の青年に暗殺され政党政治も残念ながら終わる

関西の肉まんは５５１☆九州の揚子江の肉まんはすごい肉汁すぎて逆に持つ

２２６事件で陸軍の青年が政府の要人を襲いまくると軍の発言が強まる☆

日独防共協定でドイツのヒトラーのファシズムが日本にどんどん広がる…

西安事件で蒋介石と毛沢東が手を組んだのが国共合作☆

盧溝橋事件で日中戦争が始まり国家総動員法や大政翼賛会で日本が1つに

覚えたい単語 単語の解説

奉天の柳条湖で南満州鉄道を爆破し中国のせいにして始まった満州事変！

アメリカのニューヨークで株価が大暴落して世界恐慌が始まった。。。

リットン調査団が満州事変の日本の悪さをあばき国際連盟を脱退に！

世界恐慌に対しアメリカはニューデール政策、イギリスはブロック経済で対抗

No.４


