
【FdData中間期末：中学歴史：現代】 
[高度経済成長の時代] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[高度経済成長] 
[問題] 
 1950年代後半から1970年代はじめに

かけて，日本経済は急成長をとげた。

1961年，池田勇人内閣は所得倍増をスロ

ーガンとしてかかげた。1964年に東京オ

リンピックが開催されたが，これにあわ

せて，東海道新幹線，首都高速道路が建

設され，これをきっかけにして高速道路

網が整備された。1968年，日本の国民総

生産(GNP)は資本主義国の中でアメリカ

に次ぐ第2位になった。戦後の日本が達

成したこのような経済成長を何というか。 
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[解答]高度経済成長 
[解説] 
 
 
 
 
 
1950 年代半ばまでに戦前の水準をほぼ

回復した日本経済は，1955年から73年

までの間，年平均で10％程度の高度
こ う ど

経済
けいざい

成長
せいちょう

を続けた。安保
あ ん ぽ

闘争
とうそう

後に成立した

池田
い け だ

勇人
は や と

内閣は所得倍増をスローガンと

してかかげた。この時期には技術革新が

進み，鉄鋼や造船などの重化学工業が産

業の主軸になった。主なエネルギー源は

石炭から石油にかわり，太平洋や瀬戸内

海の沿岸を中心とする各地に製鉄所や石



油化学コンビナートが建設された。1964
年に東京オリンピックが開催

かいさい

されたが，

これにあわせて，東海道
とうかいどう

新幹線
しんかんせん

，首都
し ゅ と

高速
こうそく

道路
ど う ろ

が建設され，これをきっかけにして

高速道路網が整備された。1968年，日本

の国民総生産(GNP)は，資本主義国の中

でアメリカに次ぐ第2位になった。 
※出題頻度：「高度経済成長◎」 
「池田勇人の所得倍増計画△」 
「東京オリンピック△」 
「東海道新幹線△」「GNPが2位△」 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1950年代後半から1970年代はじめ

にかけて，日本経済は急成長をとげ

た。これを何と呼ぶか。 
(2) 池田勇人内閣が，国民を豊かにする

ために掲げたスロ－ガンを何という

か。 
(3) 1964 年の東京オリンピックの開催

に先立って開通した高速鉄道は何か。 
 
[解答](1) 高度経済成長 (2) 所得倍増 

(3) 東海道新幹線 



[問題](1学期中間) 
次の文章中の①～⑥に適語を入れよ。 

・( ① )年代の後半から，日本経済は

急速に成長をとげた。これを( ② )
という。 

・1961年に，( ③ )首相が「所得倍増

計画」を発表した。 
・1964年には，( ④ )新幹線が開通し，

東京( ⑤ )が開催された。これにと

もない高速道路網も拡充した。 
・1968 年，日本の国民総生産(GNP)は，

資本主義国の中でアメリカに次ぐ第

( ⑥ )位になった。 
 
[解答]① 1950 ② 高度経済成長 
③ 池田勇人 ④ 東海道 
⑤ オリンピック ⑥ 2 



[国民生活の変化] 
[問題](前期中間) 
次の各問いに答えなさい。 

(1) 右のグラフの中で，1950年代に普及

し始め，1960 
年代初めに特に人気のあった「三種

の神器」と呼ば 
れた商品を3つ答えよ。 

(2) 1960年代後半から普及し始めた，あ

わせて「3C」 
と呼ばれた商品を，右のグラフの中

から3つ答えよ。 
 
[解答](1) 白黒テレビ，電気冷蔵庫，電気

洗濯機 
(2) カラーテレビ，乗用車，クーラー 
 



[解説] 
 
 
 
高度経済成長によって，国民の所得は増

え，くらしが便利になった。まず，「三種
さんしゅ

の神器
じ ん ぎ

」と呼ばれた白黒テレビ・洗濯機
せんたくき

・

冷蔵庫
れいぞうこ

が，ついで，「3C」と呼ばれたカ

ラーテレビ・自動車・クーラーが普及
ふきゅう

し

た。 
※出題頻度：「三種の神器：白黒テレビ，

電気冷蔵庫，電気洗濯機△」「3C：カラ

ーテレビ，乗用車，クーラー△」 
 



[問題](2学期中間改) 
 
 
 
 
 
 
 
上のグラフは，高度経済成長期に普及し

ていった家庭電化製品や乗用車の普及率

を表している。次の各問いに答えよ。 
(1) 図の電気冷蔵庫，ア，イは 1950～

1960年代に普及したものである。こ

の3つは何と呼ばれたか。 
(2) 図の乗用車，ウ，エは 1960 年代後

半から普及し始めたものである。こ

の3つは何と呼ばれたか。 



(3) グラフ中のア～エで，A「白黒テレ

ビ」，B「カラーテレビ」にあたる折

れ線グラフを，それぞれ選び，記号

で答えよ。 
 
[解答](1) 三種の神器 (2) 3C (3)A ア 

B ウ 
[解説] 
1950～1960 年代に普及した電気冷蔵

庫，白黒テレビ，電気洗濯機は三種の神

器よ呼ばれた。図のア，イは白黒テレビ

か電気洗濯機である。 
1960年代後半から普及し始めた乗用車，

カラーテレビ，クーラーは 3C と呼ばれ

た。図のウ，エはカラーテレビかクーラ

ーである。 
 



100％近くまで普及したアは，ウの普及

率が上がるとともに下落している。この

ことからアは白黒テレビで，ウがカラー

テレビと推定できる。したがって，アは

白黒テレビ，イは電気洗濯機，ウはカラ

ーテレビ，エはクーラーと判断できる。 
 



[問題](前期期末) 
高度経済成長の時期にみられた社会の

変化について述べた次のア～エの文のう

ち，誤っているものを1つ選び，記号で

答えよ。 
ア テレビや洗濯機や冷蔵庫などの電化

製品が各家庭に普及し，家事負担が

軽減された。 
イ 東海道新幹線や高速道路が開通し，

1964 年に東京でアジア初のオリン

ピックが開かれた。 
ウ 都市に人口が集中するとともに，農

村では過疎化という新しい問題が起

きた。 
エ 地価や株価が異常に上昇し，バブル

経済とよばれる好景気がつづいた。 
 



[解答]エ 
[解説] 
ア，イは高度経済成長の時期にみられた

社会の変化である。 
ウも高度経済成長にともなって生じた現

象である。都市では人口が流入して過密
か み つ

化
か

の問題が起き，農村では人口が減って

過疎
か そ

化の問題が生じた。 
エのバブル経済は 1980 年代後半で，高

度経済成長期に起こったことではない。 
 
[問題](2学期中間) 
 経済成長が生み出した人口問題を，都

市と農村について，それぞれ漢字3字で

答えよ。 
[解答]都市：過密化 農村：過疎化 
 



[公害問題] 
[問題] 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
高度経済成長は，水俣病，四日市ぜん

そく，イタイイタイ 
病， 新潟水俣病などの( ① )問題をも

たらした。(①)を防 
止し，環境汚染をくいとめるべく，1967
年に( ② )法が制 
定され，1971年には環境庁が新設された。 
 
[解答]① 公害 ② 公害対策基本 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
高度経済成長の時代，各地で深刻な公害

こうがい

問題
もんだい

が発生した。なかでも，熊本県水俣
みなまた

湾
わん

の水俣病
みなまたびょう

，三重県四日市
よっかいち

の四日市ぜんそ

く，富山県神通
じんづう

川
がわ

流域のイタイイタイ病，

新潟県阿賀野
あ が の

川
がわ

流域の新潟
にいがた

水俣病
みなまたびょう

の 4
つは四大公害と呼ばれた。これに対して，

公害追放の住民運動が各地で展開された

ため，公害を防止し，環境
かんきょう

汚染
お せ ん

をくいと



めるべく，1967年に公害
こうがい

対策
たいさく

基本法
きほんほう

が作

られ，1971 年には環境庁
かんきょうちょう

(現在の環境

省)が新設された。また，1993年に環境
かんきょう

基本法
きほんほう

が作られた。 
※出題頻度：「公害問題〇」 
「水俣病，四日市ぜんそく，イタイイ

タイ病，新潟水俣病△」 
「公害対策基本法〇」「環境庁△」 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 高度経済成長期は経済の成長が優先

され，空気や水を汚染する公害が発

生した。地図のA～Dで発生した四

大公害病の名前をそれぞれ答えよ。 
(2) 公害問題の取り組みを強めるために，

1967 年につくられた法律名を答え

よ。 
(3) 公害問題に対処するため，1971年に

新設された役所は何か。 
 



[解答](1)A 水俣病 B 四日市ぜんそく 

C イタイイタイ病 D 新潟水俣病 
(2) 公害対策基本法 (3) 環境庁 
 
 
[石油危機] 
[問題](前期中間) 

1973年，イスラエルとアラブ諸国との

第四次中東戦争が始まり，アラブ諸国は，

石油の輸出制限と石油価格の大幅な引き

上げを行ったため，日本では( X )危機

が起きた。これをきっかけに 1960 年代

から続いた高度経済成長も終わった。X
に適語を入れよ。 
 
[解答]石油 
 



[解説] 
 
 
 
 
1973年，アラブ諸国とイスラエルの間で

第四次中東
ちゅうとう

戦争が起こった。この戦争を

機に，アラブ諸国は，石油の輸出制限と

石油価格の大幅な引き上げを行った。石

油をおもなエネルギー源としていた日本

などの先進国は，大きな打撃を受けた。

これを石油
せ き ゆ

危機
き き

(オイル・ショック)とい

う。石油の輸入に大きく依存していた日

本経済は，石油の国際価格が大幅に上が

ったため，大きな打撃を受けた。売りお

しみや買い占めによって物価が上昇し，

トイレットペーパーなどの日用品の品不



足が起こった。1974年には戦後初めて経

済の成長がマイナスとなり，高度経済成

長は終わった。 
※出題頻度：「第四次中東戦争〇」 
「石油危機◎」 
 
[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 

1973 年に起きた(   )戦争をきっ

かけに石油価格が急上昇し，世界経済に

打撃を与え，日本の経済成長が落ち込ん

だ。 
(1) このできごとを何というか。漢字 4

字で答えよ。 
(2) 文中の(  )にあてはまる語句を答

えよ。 
[解答](1) 石油危機 (2) 第四次中東 



[問題](3学期) 
 1973 年の石油危機は何が原因で起こ

ったか。簡潔に答えよ。 
 
[解答]第四次中東戦争をきっかけとして

石油価格が高騰したため。 
 

 



【各ファイルへのリンク】 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
 [古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 
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