
【FdData中間期末：中学歴史：現代】 
[変化の中の日本] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[石油危機後の日本経済] 
[問題](1学期期末) 
次の①～④の各文は右の資料の A～D

のどの時期にあてはまるか。 
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① 企業が持つ余った資金が土地などに

投資され，土地などの価格が大幅に

上昇した。 
② 高い経済成長が続き，世界有数の経

済大国になった。 
③ バブルが崩壊し，経済が停滞し，株

価や物価が下がり，不況が続いた。 
④ 高度経済成長の時期が終わり，安定

成長の時代に移った。 
 
[解答]① C ② A ③ D ④ B 



[解説] 

Aの時期：1955年から1973年までの間，

日本経済は年平均で 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。しかし，1973 年に

起こった石油
せ き ゆ

危機
き き

によって高度経済成長

は終わった。 
Bの時期：石油危機後，日本は経営の合

理化や省エネルギー化を進め，いちはや

く不況を乗り切り安定成長の時期を迎え



た。そして，鉄鋼や造船にかわって自動

車や電気機器などの輸出がのび，貿易黒

字が増えた。しかし，日本の輸出増加に

より，とくにアメリカとの間に貿易
ぼうえき

摩擦
ま さ つ

が生じた。 
Cの時期：1980年代末，投機

と う き

によって株

式と土地の価格が異常に高くなるバブル

経済が発生した。しかし，このバブル経

済は1991年に崩壊
ほうかい

した。 
Dの時期：長期にわたる平成

へいせい

不況
ふきょう

のもと

で，企業の倒産
とうさん

が増え，失業者が増大し

た。1990 年代末に，小泉
こいずみ

純一郎
じゅんいちろう

内閣が

規制
き せ い

緩和
か ん わ

，国営事業の民営化を進め，景

気も回復した。しかし，貧富の格差や都

市と地方の格差
か く さ

が拡大
かくだい

したといわれてい

る。2008年の世界
せ か い

金融
きんゆう

危機
き き

によって，ふ

たたび深刻な不況が発生した。 



※出題頻度：「アメリカとの貿易摩擦△」

「バブル経済〇」「平成不況△」「世界金

融危機△」 
 
[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1970～80年代，日本の経済力が高ま

り，アメリカに対する工業製品の輸

出が増加した。そのためアメリカと

の間で問題が起こった。この問題を

何というか。 
(2) 1980年代後半，企業による株式や土

地への投資の増大から，株式や土地

の価格が実体以上にふくらんだ。こ

の経済状態を何というか。 
(3) 1990年代初めには，(1)が崩壊し深刻

な不況が続いた。これを何というか。 



[解答](1) 貿易摩擦 (2) バブル経済 

(3) 平成不況 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文章中の①～⑦に適語を入れよ。 
 第四次中東戦争をきっかけとして起こ

った( ① )を乗りこえた日本経済は，

1970年代末から，安定した成長を続ける

ようになった。そして，鉄鋼や造船にか

わって自動車や電気機器などの輸出がの

び，貿易黒字が増えた。しかし，日本の

輸出増加により，とくに( ② )(国名)
との間に貿易( ③ )が生じた。1980年

代後半ごろからは，土地や( ④ )の値

段が急激に上昇する，( ⑤ )経済とな

った。(⑤)経済は1991年に崩壊し，長期

にわたる( ⑥ )不況のもとで，企業の

倒産が増え，失業者が多くなった。景気

はいったん回復したが，2008 年の

( ⑦ )危機によって，ふたたび深刻な

不況が発生した。 



[解答]① 石油危機 ② アメリカ 
③ 摩擦 ④ 株式(株) ⑤ バブル 
⑥ 平成 ⑦ 世界金融 
 
 
[55年体制の終わり] 
[問題] 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 

1993 年に( ① )を首相とする非自

民連立内閣が成立し，自民党を与党，社

会党を野党第一党とする 55 年体制は終

わった。その後，自民党はふたたび政権

の座についたが，単独で内閣を組織する

ほどの力はなく，さまざまな政党と連立

政権をつくった。2009年には( ② )党
などへの政権交代が起こったが，2012
年には再び自民党が連立政権を作った。 



[解答]① 細川護煕 ② 民主 
[解説] 
1993 年に細川護煕

ほそかわもりひろ

を首相とする非自民

連立内閣が成立し，自民党を与党，社会

党を野党第一党とする 55 年体制は終わ

った。その後，自民党はふたたび政権の

座についたが，単独で内閣を組織するほ

どの力はなく，さまざまな政党と連立政

権をつくった。2009年には民主党などへ

の政権交代が起こったが，2012年には再

び自民党が連立政権を作った。 
※この単元はときどき出題される。 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 資料は 1993 年に成立した，自民党

を含まない内閣である。このときの

首相の名前を答えよ。 
(2) (1)によって戦後から長く続いた何と

呼ばれる政治体制が終わったか。 
(3) 2009 年には( ① )党などへの政権

( ② )が起こった。①，②に適語を

入れよ。 
[解答](1) 細川護煕 (2) 55年体制 
(3)① 民主 ② 交代 



[地球温暖化問題] 
[問題](2学期中間) 

1997年，日本で国際環境会議が開かれ

た。中心となった議題から何会議と呼ば

れているか。開かれた都市名も入れて答

えよ。 
 
[解答]地球温暖化防止京都会議 
[解説] 
二酸化炭素など

の温室効果ガス

が原因で起こる

地球温暖化という環境問題を防止するた

めに1997年12月に，京都で会議が行わ

れ，京都議定書が採択され，各国が削減

目標を定めた。しかし，アメリカの脱退

や発展途上国の不参加により，不十分な



点があったため，その後も交渉が続いた。

2015 年 12 月にはパリ協定が採択され，

190 か国以上が削減目標を定めるまでに

至った。 
※出題頻度：この単元はときどき出題さ

れる。 
 



[問題](前期中間) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
二酸化炭素などの温室効果ガスが原因

で起こる( ① )という環境問題を防止

するために 1997 年 12 月に，日本の

( ② )で会議が行われ，( ③ )が採択

され，各国が削減目標を定めた。しかし，

アメリカの脱退や発展途上国の不参加に

より，不十分な点があったため，その後

も交渉が続いた。そして，2015年12月

には( ④ )協定が採択され，190 か国

以上が削減目標を定めるまでに至った。 
 
[解答]① 地球温暖化 ② 京都 
③ 京都議定書 ④ パリ 



[現代の文化] 
[問題](1学期期末) 
 戦後の日本では経済の成長とともに，

さまざまな文化が発展した。次の文化の

内容に当てはまる人物名を，下の[  ]
から1人ずつ選べ。 
① 漫画 ② 映画 
[ 黒澤明 手塚治虫 司馬遼太郎 
 川端康成 松本清張 ] 
 
[解答]① 手塚治虫 ② 黒澤明 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
戦後，大衆の娯楽としては，映画が人気

を集め，黒澤
くろさわ

明
あきら

(「羅生門
らしょうもん

」の監督)は世

界的にも高い評価を受けた。1953年にテ

レビ放送が始まり，スポーツや芸能など

の娯楽もテレビで楽しむ傾向が強まり，

プロ野球の長嶋
ながしま

茂雄
し げ お

や王
おう

貞治
さだはる

，大相撲の

大鵬
たいほう

などの国民的なヒーローが生まれた。

テレビが急速に普及し始めた 1950 年代

末には週刊誌ブームが起こり，週刊の漫

画誌や女性誌などが広く読まれるように



なった。漫画は，手塚
て づ か

治虫
お さ む

が物語性の高

い作品を生み出したことで発展し，子ど

もだけでなく大人にも読まれるようにな

った。1960年代には，手塚の漫画を原作

とする日本初の本格的なテレビアニメの

「鉄腕アトム」が放送された。文学では，

芸術性に重きを置く純文学と，娯楽性の

高い大衆小説との中間的な作品が増え，

松本
まつもと

清
せい

張
ちょう

の推理小説や司馬
し ば

遼太郎
りょうたろう

の歴

史小説が人気を集めた。その一方で，ノ

ーベル賞を受賞した川端
かわばた

康
やす

成
なり

(「伊豆の踊

子」)や大江
お お え

健三郎
けんざぶろう

をはじめ，優れた純文

学の作品も数多く発表された。なお，日

本人で初めて，ノーベル賞を受賞したの

は物理学者の湯川
ゆ か わ

秀樹
ひ で き

である。 
※出題頻度：この単元はときどき出題さ

れる。 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 「羅生門」などの作品で世界的にも

高い評価を受けた映画監督の名前を

答えよ。 
(2) 「鉄腕アトム」などで有名な漫画家

の名前を答えよ。 
(3) 「伊豆の踊子」などで知られるノー

ベル賞を受賞した作家の名前を答え

よ。 
(4) 日本人で初めて，ノーベル賞を受賞

した物理学者の名前を答えよ。 
 
[解答](1) 黒澤明 (2) 手塚治虫 
(3) 川端康成 (4) 湯川秀樹 
 

 



【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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