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[要点] 
1950年代半ばに結成された自民党は，その後38年間にわたって政権をとり続けた。これ

を55年体制と呼ぶ。1950年代半ばから日本は高度経済成長という急速な経済の成長をな

しとげた。1960年の安保
あ ん ぽ

闘争
とうそう

の直後に成立した池田勇人
は や と

内閣は所得倍増をスローガンに

かかげた。高度経済成長にともなって，水俣病
みなまたびょう

(熊本県)，四日市ぜんそく(三重県)，イタ

イイタイ病(富山県)，新潟水俣病(新潟県)などの公害問題が深刻化した。公害問題に対処

するため，国は，1967年に公害対策基本法を制定し，1971年には環境庁
かんきょうちょう

を設置した。

20年近く高度成長を続けた日本経済は，アラブ諸国による石油価格の引き上げと石油の

輸出制限が原因で，1970年代に石油危機(オイル・ショック)にみまわれたが，これによ

って，高度経済成長は終わりを告げた。 

1972年にアメリカから沖縄が返還された。同年，日本は中国との国交を正常化し，1978
年には日中平和友好条約を結んだ。 
1980年代後半から90年代はじめにかけて，地価や株価が異常な値上がりをしたが，

このころの経済をバブル経済という。1991年，バブル経済が崩壊
ほうかい

し，金融機関は回

収不能な不良
ふりょう

債権
さいけん

をかかえることになった。1990年には東西ドイツが統一され，

1991年にはソ連が解体してロシア連邦
れんぽう

などが成立した。 
 
[要点確認] 
1950年代半ばに結成された自民党は，その後38年間にわたって政権をとり続けた。これ

を(   )体制と呼ぶ。1950年代半ばから日本は(   )という急速な経済の成長をなし

とげた。1960年の(   )闘争の直後に成立した池田勇人
は や と

内閣は所得倍増をスローガン

にかかげた。高度経済成長にともなって，(   )(熊本県)，(   )(三重県)，(   )(富
山県)，(   )(新潟県)などの公害問題が深刻化した。公害問題に対処するため，国は，

1967年に(   )法を制定し，1971年には(   )庁を設置した。20年近く高度成長を

続けた日本経済は，アラブ諸国による石油価格の引き上げと石油の輸出制限が原因で，

1970年代に(   )にみまわれたが，これによって，高度経済成長は終わりを告げた。 

1972年にアメリカから(   )が返還された。同年，日本は中国との国交を正常化し，

1978年には(   )条約を結んだ。 
1980年代後半から90年代はじめにかけて，地価や株価が異常な値上がりをしたが，この

ころの経済を(   )経済という。1991年，(   )経済が崩壊
ほうかい

し，金融機関は回収不能

な不良
ふりょう

債権
さいけん

をかかえることになった。1990年には(   )が統一され，1991年には

(   )が解体してロシア連邦
れんぽう

などが成立した。 
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[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1955年に結成された自民党は，野党第一党の社会党と対立しながら38年間にわたっ

て政権をとり続けた。これを何体制と呼ぶか。 
(2) 1960年の安保条約の改定で，はげしい反対運動が起きたが，これを何というか。 
[解答](1) 55年体制 (2) 安保闘争 

 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1950 年代半ばから日本は急速な経済の成長をなしとげたが，このことを何というか。 
(2) (1)のころ，公害の発生が問題となった。四大公害病を書け。 
(3) 公害問題に対処するために作られた法律は何か。 
(4) 公害問題に対処するために設けられた国の役所は何か。 
(5) 石油の価格が，1973 年に大幅に引き上げられ，日本の経済に大きな影響を与えた。

このできごとを何というか。 
[解答](1) 高度経済成長 (2) 水俣病，四日市ぜんそく，イタイイタイ病，新潟水俣病 

(3) 公害対策基本法
こうがいたいさくきほんほう

 (4) 環境庁 (5) 石油危機(オイル・ショック) 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1965 年に韓国との間で結ばれた条約は何か。 
(2) 1972 年にアメリカから返還された島は何か。 
(3) (2)が日本に返還された後に，残った課題は何か。 

(4) 日本は，1972 年に( ① )との国交を正常化し，1978 年には( ② )条約を締結
ていけつ

し

た。 
[解答](1) 日韓基本条約 (2) 沖縄 (3) 米軍基地が置かれていること。 (4)① 中国 ②

日中平和友好条約 

 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 1980年代後半から90年代はじめにかけて，地価や株価が異常な値上がりをしたが，

このころの経済を何というか。 
(2) 1991年，いわゆる(A  )経済が崩壊し，株価や(B  )が下落して深刻な不況の時

代に入った。 
(3) (1)の時期に銀行などの金融機関は不動産取引などに多額の融資をおこなったが，(1)

の崩壊により，融資は回収不能な(   )となった。 

[解答](1) バブル経済 (2)A バブル B 地価 (3) 不良
ふりょう

債権
さいけん

 
 
[問題] 
 次の文の①～⑤に適語を入れよ。 

1985 年に成立したソ連の( ① )政権は，西側陣営との関係改善を進めた。1989 年

には米ソ両国の首脳が地中海のマルタ島で会談し，( ② )の終結を宣言した。東ヨー

ロッパ諸国では民主化運動が高まり，1990 年には( ③ )の壁が壊されて東西( ④ )
が統一された。翌 1991 年には( ⑤ )が解体してロシア連邦などが成立した。こうして，

冷戦は終わりを告げた。 
[解答]① ゴルバチョフ ② 冷戦 ③ ベルリン ④ ドイツ ⑤ ソ連 

 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 先進資本主義諸国の協調をはかるため，1975 年から毎年開かれているものは何か。 
(2) ヨーロッパ共同体(EC)は 1993 年に何という組織に発展したか。 
(3) 太平洋を囲む国々が参加する経済協力会議の名称をアルファベット 4 字で答えよ。 
[解答](1) 主要先進国首脳会議(サミット) (2) EU (3) APEC 

 
[問題] 
 次の文の①～⑥に適語を入れよ。 
民族，宗教，文化の違いや国家間の対立などから，旧ユーゴスラビアの内戦をはじめ，

各地で( ① )紛争が起きている。中東では，( ② )がクウェートに侵攻して，1991
年に( ③ )戦争が勃発した。2001 年にはアメリカのニューヨークなどで( ④ )テロ

がおこり，これを理由としてアメリカは( ⑤ )を攻撃した。さらに，2003 年には

( ⑥ )戦争が起きた。 



[解答]① 地域 ② イラク ③ 湾岸 ④ 同時多発 ⑤ アフガニスタン ⑥ イラク 
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