


　　　次の表と文について，あとの（１）～（５）に答えなさい。（１３点）

　上の表は，厚
こう

生
せい

労
ろう

働
どう

省が発表した，２０１０年の都道府県平均寿命調査の結果です。これに

よると，男女とも，１位は長野県，最下位（４７位）は青森県となっています。青森県は，な

ぜ寿命が短いのでしょうか。え青森県と長野県に住む人々の生活をくらべると，異
こと

なる点がい

くつか見られます。

　特に，男性について見てみると，その違いがはっきりとします。青森県は，４７都道府県中，

タバコを吸う人の割合は１位，日常的にお酒を飲む人の割合は１位，太っている人の割合は９

位となっています。その一方で，１年間にスポーツをした人の割合は４７位，野菜をとる量は

３１位となっています。

　これに対して，長野県は，タバコを吸う人の割合は４４位，日常的にお酒を飲む人の割合は

１９位，太っている人の割合は４０位，１年間にスポーツをした人の割合は１位，野菜をとる

量は１位となっています。

　青森県内でも，平均寿命をのばしている自治体が，いくつかあります。板柳町では，食生活

の見直しや保健指導などに力を入れてきました。その結果，前回の調査よりも，男性が２．２歳，

女性が１．６歳，平均寿命をのばしました。食生活や運動など，ふだんの生活を見直すことが，

大切だといえるのではないでしょうか。

 （１）日本は，大きく７つの地方に分けられる。表中の県とそれが含まれる地方の組み合わせとし

て適切でないものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　① 長野県－中部地方　　　② 福井県－近畿地方　　③ 沖縄県－九州地方

　　④ 神奈川県－関東地方　　⑤ 秋田県－東北地方

 （２）下線部あ県に位置する，京都や大阪の水源となり，日本最大の面積をほこる湖の名前を答え

なさい。

 （３）下線部い県について述べた文として適切でないものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

　　①　新潟市が位置する平野は越後平野とよばれるが，これは，むかしの国名が地名に残ってい

る例といえる。

　　②　新潟は，日本海をはさんで向かいあう，ロシア・韓国（大韓民国）・中国（中華人民共和国）

などの都市と，海上航路や航空路でむすばれている。

　　③　この県は稲作がさかんで，米の生産量は，全国第１位である。（２００９年の統計）

　　④　この県には，日本で最も長い河川である，阿賀野川が流れている。

 （４）下線部う県の伝統工芸（伝統産業）として適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　① 会津塗　　② 加賀友禅　　③ 有田焼　　④ 南部鉄器　　⑤ 西陣織

 （５）下線部えについて，次のア・イに答えなさい。

　　ア　青森県と長野県が生産量の全国１位・２位を占める農作物として適切なものを，次の①～

⑤の中から一つ選びなさい。（２００９年の統計）

　　　① レタス　　　② りんご　　③ ごぼう　　④ やまのいも（ながいも類）

　　　⑤ にんにく

　　イ　青森県と長野県の共通点を示した文として適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びな

さい。

　　　①　最近の５年間で，両県とも人口が増加し続けている。

　　　②　両県ともスキー場が多く，冬季オリンピックが開催されたことがある。

　　　③　両県とも海に面しており，漁業がさかんである。

　　　④　両県で最も高い山は，いずれも標高が３０００ｍを超
こ

えている。

　　　⑤　両県とも，東京へ向かう新幹線の始発駅がある。

２０１０年の都道府県平均寿
じゅみょう

命（年齢の単位：歳）

順位 男　性 女　性

１ 長　野　　８０．８８ 長　野　　８７．１８

２ あ滋　賀　　８０．５８ 島　根　　８７．０７

３ 福　井　　８０．４７ 沖　縄　　８７．０２

４ 熊　本　　８０．２９ 熊　本　　８６．９８

５ 神奈川　　８０．２５ い新　潟　　８６．９６

・ ・

・ ・

・ ・

４５ う岩　手　　７８．５３ 岩　手　　８５．６９

４６ 秋　田　　７８．２２ 秋　田　　８５．６６

４７ 青　森　　７７．２８ 青　森　　８５．３４

全　国　　７９．５９ 全　国　　８６．３５



 （２）地図中Ｘ・Ｙの海流の組み合わせとして適切なものを，次の①～⑥の中から一つ選びなさい。

　　① Ｘ－日本海流（黒潮），Ｙ－千島海流（親潮）

　　② Ｘ－日本海流（黒潮），Ｙ－対馬海流

　　③ Ｘ－千島海流（親潮），Ｙ－日本海流（黒潮）

　　④ Ｘ－千島海流（親潮），Ｙ－対馬海流

　　⑤ Ｘ－対馬海流，Ｙ－日本海流（黒潮）

　　⑥ Ｘ－対馬海流，Ｙ－千島海流（親潮）

 （３）地図中Ａの都市の雨温図として適切なものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

 （４）次の文は，地図中あ～おのいずれの県について述べたものであるか。適切なものを，あとの

①～⑤の中から一つ選びなさい。

　温暖な気候により農業がさかんで，農業生産額は全国７位となっています。すいか・トマ

ト・なつみかんや，たたみの材料となるい草などは，日本一の生産量をほこります。カルデラ

で有名な阿蘇山には，毎年たくさんの観光客がおとずれています。県南部に位置する水
みな

俣
また

湾で

は，かつて水俣病とよばれる公害病が発生しました。江戸時代には，重い年
ねん

貢
ぐ

とキリシタンへ

の弾
だん

圧
あつ

に抵抗して，天草四郎を中心とした大規模な一
いっき

揆が起こりました。

　　① あ　　② い　　③ う　　④ え　　⑤ お

　　　次の地図を見て，あとの（１）～（４）に答えなさい。（８点）

 （１）次の①～⑤の文は，地図に示された地域について述べたものである。文中の下線部が適切で

ないものを，一つ選びなさい。

　　①　瀬戸内海に３つの本州四国連絡橋が建設されたことにより，移動時間が短縮され，人やも

ののつながりが深まりつつある。

　　②　１９９５年に発生した阪神・淡路大震災は，最大で震度７を記録し，兵庫県神戸市などに，

大きな被害を出した。

　　③　太平洋戦争末期の１９４５年に，長崎と広島に原子爆弾が投下され，多くの人々の命がう

ばわれた。

　　④　高知平野や宮崎平野では，暖かい気候を利用して，野菜の促成栽培がさかんにおこなわれ

ている。

　　⑤　官営の八幡製鉄所がつくられた北九州地方は，付近で産出する豊富な鉄鉱石を利用して，

日本近代工業の発
はっしょう

祥の地となった。
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　　　次の地図を見て，あとの（１）～（６）に答えなさい。（１４点）

 （１）世界には，地震の震源や火山が帯のように連なる，造山帯とよばれる場所がある。造山帯に

含まれる山脈として適切なものを，地図中①～④の中から一つ選びなさい。

 （２）東京とドイツの首都ベルリンとの時差について，次の文中の（　ａ　）・（　ｂ　）に入る語

句の組み合わせとして適切なものを，あとの①～⑥の中から一つ選びなさい。

　日本の標準時子
し

午
ご

線
せん

は，兵庫県明石市を通る，東経１３５度である。ドイツの標準時子午線

は，東経１５度であるので，東京とベルリンとの時差は，（　ａ　）である。そして，東京が

午後１時のとき，ベルリンは（　ｂ　）である。

　　① ａ－８時間，ｂ－午前５時　　　② ａ－８時間，ｂ－午後９時

　　③ ａ－９時間，ｂ－午前４時　　　④ ａ－９時間，ｂ－午後１０時

　　⑤ ａ－１０時間，ｂ－午前３時　　⑥ ａ－１０時間，ｂ－午後１１時

 （３）日本と周辺の国々との間に存在する，領土をめぐる問題として適切なものを，次の①～④の

中から一つ選びなさい。

　　①　ロシアとの間に，北方領土をめぐる問題がある。

　　②　韓国との間に，尖
せん

閣
かく

諸島をめぐる問題がある。

　　③　ベトナムとの間に，沖ノ鳥島をめぐる問題がある。

　　④　中国との間に，竹島をめぐる問題がある。

 （４）次の①～⑤の文は，地図中Ａのヨーロッパについて述べたものである。文中の下線部が適切

でないものを，一つ選びなさい。

　　①　ゲルマン系・ラテン系・スラブ系などさまざま民族が住んでいるが，多くの人々は，キリ

スト教を信仰している。

　　②　ノルウェーやイギリス北部には，フィヨルドとよばれる複雑な海岸地形が見られる。

　　③　ＥＵ（ヨーロッパ連合）は，第２次世界大戦の前につくられ，加盟国を増やしている。

　　④　ＥＵ加盟国の多くは，共通通貨であるユーロを使用している。

　　⑤　フランス・イギリス・ドイツなどの国々が，航空機の共同生産をおこなっている。

 （５）地図中Ｂのアフリカ大陸について，次のア・イに答えなさい。

　　ア　この大陸では，アメリカ大陸を原産とする農作物が栽培され，世界の６０％以上を生産し

ている。この農作物を，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。（２００９年の統計）

　　　① ゴム　　② コーヒー　　③ カカオ　　④ サトウキビ　　⑤ バナナ

　　イ　次の①～⑤の文は，アフリカについて述べたものである。文中の下線部が適切でないもの

を，一つ選びなさい。

　　　①　かつて，アフリカからは，多くの人々が，奴
ど

隷
れい

として主にヨーロッパに連れ去られ，綿

花などのプランテーションで働かされた。

　　　②　南アフリカ共和国では，アパルトヘイトという人種差別政策が廃止された後，工業化が

進み，アフリカ最大の経済大国となった。

　　　③　アフリカでは，人口爆発とよばれる急激な人口増加が起こっており，スラムとよばれる

地域では，伝染病などの発生が問題となっている。

　　　④　アフリカは資源が豊富であるが，２０世紀半ばからは，特に，マンガンやクロムなどの

レアメタル（希少金属）が注目されている。

　　　⑤　アフリカでは，さばく化や天候不順などから食料が不足し，栄養の十分でない子どもた

ちが増えている。

 （６）地図中Ｃのペルシャ湾周辺は，ある資源を世界で最も多く産出する地域である。この資　　

源の産出国が参加し，協力している組織を，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　① ＡＳＥＡＮ　　② ＮＡＦＴＡ　　③ ＯＰＥＣ　　④ ＮＩＥＳ　　⑤ ＡＰＥＣ
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 （５）下線部おについて，次のウ・エに答えなさい。

　　ウ　室町時代のできごとについて述べた文として適切でないものを，次の①～④の中から一つ

選びなさい。

　　　①　土倉や酒屋などをおそって借金の証文をうばう土一揆をおこした。

　　　②　ききんの時には，米の買いしめをした商人に対し打ちこわしを行った。

　　　③　北陸では，浄土真宗の信仰で結びついた武士や農民が一向一揆を起こし，守護大名をた

おした。

　　　④　山城の南部では，武士と農民が一体となって領主を追いはらい，自治を行った。

　　エ　１５９０年に天下を統一し，農民の抵抗をおさえるため刀狩をおこなった人物について述

べた文として適切なものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

　　　①　五人組の制度をつくり，犯罪の防止や年貢の納入に連帯責任を負
お

わせた。

　　　②　安土の城下で楽市・楽座の政策をはじめ，市場の税を免除するなど，商工業の発展をは

かった。

　　　③　全国の田畑の広さや土地の良し悪し，さらに生産高や耕作している農民の名前を調べ，

租税の確保をはかった。

　　　④　商工業者が株仲間を結ぶ事を奨
しょうれい

励し，これに特権をあたえるかわりに税を取った。

 （６）下線部かについて述べた文として適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　　①　課税の基準は収穫高とされた。

　　　②　税率は，はじめ２．５％とされたが，のち３％に引き上げられた。

　　　③　租税は，米など収穫物で納めることとされた。

　　　④　土地の耕作者ではなく，地券を持つ土地の所有者が納税者とされた。

　　　⑤　この新しい税制により，多くの農民の税負担が軽減された。

 （７）下線部きについて，現在，消費税の増税が議論されているのはなぜか。次の資料Ａ・Ｂを見

て，理由を簡単に説明しなさい。

　　　次の文を読んで，あとの（１）～（７）に答えなさい。（１７点）

　国家にとって，税は，さまざまな政策を実行するために重要なものである。あ中国の歴史書によ

れば，邪馬台国で，民衆から税を集めていたことがわかっている。その後，日本では，中国になら

いい律令にもとづく国づくりが進む中で，税制も整備されていった。律令体制がくずれていく中で，

う多くの荘園をもつ貴族や寺社があらわれた。

　え鎌倉時代の農民は，年貢・労役を課せられ，苦しい生活をしいられていた。その後お団結を強

めた農民は，支配者に抵抗し，年貢を減らすことを要求するようになっていった。

　富国強兵をめざすか明治政府は，国家の財政を安定させるため，あらたな租税制度を実施した。

１９８９年には，日本ではじめてき消費税が導入された。

 （１）下線部あについて，次の文Ａ～Ｃは，中国の歴史書に見られる，日本と中国の交流のようす

である。Ａ～Ｃの文を，解答欄にあわせて，時代の古い順に正しくならべなさい。

　　Ａ　中国に使者をおくり，「親魏倭王」の称号と印を授けられた。

　　Ｂ　中国に使者をおくり，「漢委（倭）奴国王」の印を授けられた。

　　Ｃ　中国に使者をおくり，隋の進んだ制度や文化を取り入れようとした。

 （２）下線部いについて，次のア・イに答えなさい。

　　ア　律令にもとづく国づくりは，大化の改新をきっかけにはじまった。大化の改新について述

べた文として適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　　①　この改革の直前に，独裁的な政治をおこなっていた物部氏がたおされた。

　　　②　中大兄皇子は天武天皇となり，全国の戸籍をつくるなど，改新の政治を進めた。

　　　③　この改革は，藤原道長らが中心となり進められた。

　　　④　この改革では，才能ある人物を役人に取り立てるために冠位十二階をさだめた。

　　　⑤　この改革では，豪族の土地・人々を，国家の直接の支配のもとに置こうとした。

　　イ　律令における民衆の負担について述べた文として適切なものを，次の①～④の中から一つ

選びなさい。

　　　①　庸は，収穫した稲をおさめる税であった。

　　　②　調は，布や絹などの特産物をおさめる税であった。

　　　③　租は，地方で年間６０日以下の労役につく税であった。

　　　④　防人は，蝦夷と戦うために東北地方の防衛に送られる兵役であった。

 （３）下線部うについて，のちに荘園の中には，国の税をかけさせない特権をもつものもあらわれ

た。この特権を何というか，漢字２字で答えなさい。

 （４）下線部えについて，鎌倉幕府が荘園や公領ごとにおき，年貢の取り立てや治安維持の役割を

あたえた役職を何というか，漢字で答えなさい。
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　　　次の年表を見て，あとの（１）～（８）に答えなさい。（１８点）

　　　６６３　　あ白村江の戦い

　　１２７４　　いモンゴル軍による日本への一度目の襲来

　　１８７４　　日本は，う琉球漂流民の殺害事件を理由に台湾へ出兵する

　　１８９４　　え日清戦争がおこる

　　１９００　　お日本は西欧列強と連合し中国に出兵する

　　１９１４　　日本がか第一次世界大戦に参戦する

　　１９３１　　き満州事変がおこる

　　１９４１　　く太平洋戦争がおこる

 （１）下線部あについて，この戦いで日本に勝利し，のちに朝鮮半島を統一した国を，次の①～⑤

の中から一つ選びなさい。

　　① 伽耶　　② 新羅　　③ 百済　　④ 渤海　　⑤ 高句麗

 （２）下線部いについて，１３世紀から１４世紀の世界について述べた文として適切なものを，次

の①～④の中から一つ選びなさい。

　　①　インドでは，シャカにより仏教が成立した。

　　②　アメリカでは，イギリスの植民地支配に対して独立戦争がおこった。

　　③　ドイツでは，ルターにより宗教改革がおこなわれた。

　　④　マルコ・ポーロが『世界の記述』で，日本を「黄金の国」と紹介した。

 （３）下線部うについて述べた文として適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　①　この地では，アイヌ民族が古くから狩猟・漁業や交易をおこなっていた。

　　②　江戸時代は，対馬藩が琉球との貿易を担当することになった。

　　③　江戸時代に琉球は，将軍の代がわりごとに，江戸に通信使をつかわした。

　　④　日本は，下関条約により琉球を清国から獲得した。

　　⑤　第二次世界大戦では，この地で日本軍とアメリカ軍の激しい戦闘が行われた。

 （４）下線部えの前後におこったできごとについて述べた文として，波線部が適切なものを，次の

①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　①　１８９０年におこなわれた最初の衆議院議員選挙では，満２５歳以上の男女に選挙権があ

たえられた。

　　②　日本は，この戦争の直前に，イギリスとの間で関税自主権の完全な回復に成功した。

　　③　日本は，この戦争に勝利すると，清に対し二十一ヵ条の要求を認めさせた。

　　④　１９００年，伊藤博文を中心に新しい政党として立憲改進党が結成された。

　　⑤　この戦争の賠償金が八幡製鉄所の建設にあてられるなど，日本では，産業革命の時代をむ

かえていた。

 （５）下線部おは，「扶
ふ

清
しん

滅
めつ

洋
よう

」を唱える団体による排外運動を鎮
ちん

圧
あつ

するためにおこなわれた。こ

のできごとを何というか，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　① 大逆事件　　② 義和団事件　　③ 江華島事件　　④ 西南戦争　　⑤ 甲午農民戦争

 （６）下線部かについて，次のア・イに答えなさい。

　　ア　三国同盟を結成していた国の組み合わせとして正しいものを，次の①～⑥の中から一つ選

びなさい。

　　　① ドイツ・フランス・ロシア　　　　　② ドイツ・イタリア・日本

　　　③ ドイツ・イタリア・オーストリア　　④ イギリス・フランス・ロシア

　　　⑤ イギリス・フランス・日本　　　　　⑥ イギリス・ロシア・オーストリア

　　イ　この戦争中にロシア革命がおこった。この革命を指導し，社会主義を唱える世界最初の政

府をつくった中心人物は誰か，答えなさい。

 （７）下線部きについて述べた文として適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　①　このできごとは，北京郊外の盧溝橋で起こった日中両軍の武力衝突が原因で始まった。

　　②　このできごとに対し，中国では反日を唱える五・四運動が展開された。

　　③　このできごとにより，日本は，溥
ふ

儀
ぎ

を元首とする満州国を倒した。

　　④　満州国の承認に反対していた原敬首相が，五・一五事件で暗殺された。

　　⑤　満州事変の調査を行った国際連盟は，日本に満州からの撤兵を求めた。

 （８）下線部くについて，この戦争は，連合国が日本に無条件降伏を求めた宣言を，日本が受け入

れて終結した。この宣言を何というか，答えなさい。



　　　次の文を読んで，あとの（１）～（５）に答えなさい。（１０点）

　病気や事故，失業などに備
そな

えて国民を社会的に支えることを，あ社会保障といいます。かつては，

このような問題は，個人の責任とされてきました。しかし，生活上のさまざまな不安は，社会的に

解決されなければならないという考えが広がり，国民の権利をまもるという観点から社会保障制度

が確立しました。

　日本では，第二次世界大戦以前からしだいに社会保障制度が整えられましたが，十分なものでは

ありませんでした。戦後になると，憲法にい社会権が規定され，うその考えにもとづいて新たな制

度が整えられてきました。

　しかし，え少子高齢化の進展やお財政難など多くの社会問題をかかえる現在，いかに社会保障制

度を発展させるかが大きな課題となっています。

 （１）下線部あについて，下の文は，日本のある社会保障制度を説明したものである。その社会保

障制度の名称として正しいものを，次の①～⑥の中から一つ選びなさい。

　　　障がい者・児童・高齢者など自立が困難な人々を擁
ようご

護し，支援するための制度

　　① 公衆衛生　　② 社会保険　　③ 社会福祉　　④ 公的扶助　　⑤ ガバナンス

　　⑥ アカウンタビリティ

 （２）下線部いに含まれないものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　① 教育を受ける権利　　② 生存権　　③ 勤労権　　④ 団結権　　⑤ 請願権

 （３）下線部うに関連して，高齢化に対応するために介護保険制度や後期高齢者医療保険制度が導

入されたが，それぞれの加入年齢の組み合わせとして正しいものを，次の①～⑥の中から一つ

選びなさい。

　　① 介護保険－２０歳，後期高齢者医療保険－６５歳

　　② 介護保険－２０歳，後期高齢者医療保険－７５歳

　　③ 介護保険－４０歳，後期高齢者医療保険－６５歳

　　④ 介護保険－４０歳，後期高齢者医療保険－７５歳

　　⑤ 介護保険－６０歳，後期高齢者医療保険－６５歳

　　⑥ 介護保険－６０歳，後期高齢者医療保険－７５歳

 （４）下線部えの原因として適切でないものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　① 女性の晩婚化　　　② 未婚率の増加　　　③ 高学歴化による養育費の増大

　　④ 多産多死から多産少死への移行　　　⑤ 医療技術の発達による平均寿命の引き上げ

 （５）下線部おについて，地方公共団体が税収などの不足を補うために発行する公債を何というか，

漢字で答えなさい。

　次の図は，日本の三権分立制をあらわしたものである。あとの（１），（２）に答えなさ 

い。（８点）

 （１）図中の〔　Ａ　〕に当てはまる語句を漢字で答えなさい。

 （２）　図中の（ア）～（ウ）に当てはまる語句を，次の①～⑥の中からそれぞれ一つずつ選びなさい。

　　① 違憲審査　　② 国民審査　　③ 弾劾裁判　　④ 国民投票　　⑤ 参議院の解散

　　⑥ 衆議院の解散

Ｐ
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最高裁判所長官の指名



 （５）下線部おについて，この時期以降におきたことを説明した文として適切でないものを，次の

①～④の中から一つ選びなさい。

　　①　リーマン・ショックが引きがねとなり，世界金融危機がおこった。

　　②　エジプトなどで，「アラブの春」と呼ばれる民主化の動きが広がった。

　　③　ギリシャの深刻な財政赤字が明らかとなり，ヨーロッパの金融市場が混乱した。

　　④　最初に，ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）を締結したのは，日本，ブルネイ，ニュージー

ランド，チリの４カ国である。

 （６）下線部かについて，次の資料から読みとることができる内容として適切なものを，下の①～

④の中から一つ選びなさい。

　　①　ヨーロッパの国々は，常に日本よりも高い失業率で推移している。

　　②　２００８年から２００９年にかけて，すべての国で失業率が上昇している。

　　③　フランスの失業率は，資料に示された期間で，約半分に低下した。

　　④　アメリカは，２００７年以降，他の国に比べて失業率の上昇がゆるやかである。

　　　次の文を読んで，あとの（１）～（６）に答えなさい。（１２点）

　１９４５年，日本は敗戦をむかえましたが，その後，奇跡的復興を遂
と

げました。１９５０年代後

半になると，高度成長期をむかえ，人々の所得は増加しました。それにともなってあ消費も拡大し

ていき，国民の生活も大きく変化しました。しかし，い１９７０年代には，国際的な問題の影響を

受けて，低成長時代に入りました。

　１９８０年代後半から９０年代はじめにかけての日本の経済は，うバブル経済とよばれます。し

かし，バブルが崩壊すると一転して不況におちいり，え銀行をはじめとする金融機関は，融資した

にもかかわらず回収することができない不良債権の処理に苦しむようになりました。

　お２０００年代になり，「小さな政府」をめざす構造改革が行われました。大きな利益をあげる

大企業が出現する反面，低賃金で働く非正規労働者やか失業者の増加など，格差の拡大が問題となっ

ています。また，東日本大震災からの復興，グローバル化への対応，財政難など，日本経済はいま

だ多くの課題をかかえています。

 （１）下線部あについて，高度成長期の消費生活の変化として適切でないものを，次の①～⑤の中

から一つ選びなさい。

　　① インターネットの普及　　② テレビの普及　　③ 自家用車の普及

　　④ 外食産業の普及　　　　　⑤ 冷蔵庫の普及

 （２）下線部いの時代のできごととして適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　① オイルショック　　② 朝鮮戦争　　③ イラク戦争　　④ ソビエト連邦の解体

　　⑤ アメリカ同時多発テロ

 （３）下線部うが起こった経済的背景として適切なものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

　　①　東京オリンピックの準備がすすめられて，景気が急速に回復した。

　　②　企業の余った資金が投資にまわされ，株式や土地の価格がおおはばに上昇した。

　　③　所得倍増計画が打ち出され，その結果，経済が急激に拡大した。

　　④　円安ドル高により，輸出が急激に増加した。

 （４）下線部えに関連して，次の文中の（　　　）に当てはまる語句を漢字で答えなさい。

わが国唯一の発券銀行である（　　　）は，一般の銀行に不足する資金を貸し出すことから「銀

行の銀行」ともよばれる。
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〔『世界国勢図会』より〕




