
1999年度受験用 「社会科時事問題」  

［１］ワールドカップ，第16回フランス大会  

次の文章を読んで，あとの各問いに答えなさい。 

 今回のワールドカップフランス大会の予選は，予選を免除された前回チャンピオンのブラジ
ルと開催国フランスを除いた30の席を目指して，1996年３月10日のドミニカ対アンティグア＝バ
ーブーダ戦を皮切りに，172の国や地域が参加して始まった。その結果，フランス大会の残り
30の枠に出場を決めたのは，ａヨーロッパではイタリア・オランダ・ドイツ・ユーゴスラビアなど14
か国，南北アメリカからはｂアメリカ合衆国・アルゼンチンなど７か国，アフリカからはcカメルー
ン・ナイジェリア・南アフリカ共和国など５か国，アジアでは大韓民国・日本など４か国であっ
た。 
 1998年６月10日のｄブラジル対スコットランド戦から始まったフランス大会は，7月12日の決勝
で，フランスがジダン選手の２ゴールを含めた３得点でブラジルに圧勝し，初優勝を決めた。し
かし，この大会期間中に過激なファンを意味するフーリガンなどが暴れて，フランス人警官が
意識不明の重体になったり，市民がけがをするなどの事件が起こった。また，移民でやってき
た人々を代表選手としたフランスやオランダなどの国々では，移民排斥をとなえる（ あ ）差別
問題も生じている。このようなことが起こった20世紀 後のフランス大会は終了し，次回2002
年の日本・韓国共催のワールドカップは，21世紀初めての大会となる。 

(1)文中の（ あ ）にあてはまる語句を答えよ。

(2)下線部ａに関連して，次の各問いに答えよ。 

i ヨーロッパでは，ワールドカップにも参加したフランスやドイツ，イタリアなど15
か国がＥＵを結成している。このＥＵでは通貨統合を行い，1999年1月より新
通貨を正式にスタートさせる。この新通貨の名前を，次のア～エから1つ選
び，記号で答えよ。 
 
ア エキュ  イ ギルダー  ウ ユーロ  エ マルク  
 

ii 下の地図中のＡ国では，現在アルバニア系住民によるコソボ自治州の独立
をめぐり激しい内戦が行われている。今回のワールドカップにも出場した，こ
のＡ国の国名を答えよ。 

 



［２］日本と朝鮮半島，日本と中国 

次の二つの文章を読んで，あとの各問いに答えなさい。 

◎日本と朝鮮半島 
 この１年，朝鮮半島情勢は大きく変化した。 
 1997年12月，韓国では大統領選挙が行われ，野党のＡ氏が当選した。Ａ氏は翌年２月，大統
領に就任し，10月に就任後はじめて訪日して小渕首相と会談した。会談後，両首脳は「21世紀
に向けた新たな日韓パートナーシップ」と題した共同宣言を発表した。それに先立つ９月，両国
はａ日韓新漁業協定の基本に合意した。 
 一方，ｂ北朝鮮では1998年９月，Ｂ氏が正式に国家の 高権力者となった。それに先立つ８
月，“北朝鮮，ｃミサイルの発射実験”というニュースが世界を駆けめぐり，南北朝鮮の緊張が
高まった。弾頭部分は日本列島を飛び越え，青森県三沢市沖の太平洋上に落下した。北朝鮮
は人工衛星の打ち上げと発表したが，真偽はともかくとして，このことは北朝鮮に射程距離の
長いミサイルの開発能力があることを意味していた。日本政府は，事前通告もなかったことか
ら，北朝鮮に対して国交正常化交渉の凍結などの制裁措置をとった。 

◎日本と中国 
 1998年は，日本と中国にとって，（ あ ）条約締結20周年にあたる。1945年の太平洋戦争終
結後，33年間もの長い間（ あ ）条約が結ばれなかったのは，中国が戦後社会主義国になっ
たこともあるが，日本が太平洋戦争中に中国を侵略したことが大きな原因といえる。この20年
間，日本と中国との関係は，政治家の不用意な発言などで冷え込んだ時期もあったが，ｄ経済
的な結びつきは年々強まってきている。 
 20周年にあたる1998年８月，中国の国家主席Ｃ氏は訪日を予定していたが，折りからの大雨
続きでｅ中国 大の河川が氾濫し，その水害対策のため急きょ訪日は延期となった。その後

iiiカトリック系住民とプロテスタント系住民の対立が続く北アイルランドでは，
1998年５月23日に和平合意のための住民投票が行われた。この北アイルラ
ンドの位置を，地図中の１～４から1つ選び，番号で答えよ。 

(3)下線部ｂに関連して，次の文で述べている大統領名を答えよ。 
 
1997年1月，彼は民主党の大統領として二期目を迎えた。民主党では，ルーズ
ベルト大統領以来のことである。しかし，彼は，偽証要請疑惑などに関連して，
1998年8月17日に連邦大陪審のビデオ証言に応じた。

(4)下線部ｃに関連して，次の文は，カメルーン・ナイジェリア・南アフリカ共和国の
いずれかの国について述べたものである。あてはまる国名を答えよ。 
 
この国は広々とした海に囲まれ，一般的におだやかな気候である。人口構成
は，黒人が76％，白人が13％，混血が9％，アジア系が3％である。この国はか
つてはアパルトヘイトが行われ，多くの黒人が差別に苦しんだが，現在では，
黒人の大統領が誕生し，国民全員が協力する国づくりを目指している。

(5)下線部ｄに関連して，次の各問いに答えよ。 
 

i ブラジルでは，アマゾン川流域に広大な森林が広がっている。この森林は，
1980年代にアマゾン開発が急速に進められたために，その破壊が世界的な
環境問題となった。この森林は何と呼ばれているか。

ii 近，ある現象のために異常乾燥がおこり，アマゾン川流域で森林火災が続
発している。この現象は，南アメリカの沖合い，赤道付近の太平洋海面の水
温が平年より上昇すると発生する。この現象名を答えよ。



11月，Ｃ氏は訪日し，小渕首相ら日本の首脳と会談した。 

(1)文中のＡ氏，B氏にあたる人物を，次のア～オからそれぞれ１人ずつ選び，記
号で答えよ。 
ア 金日成  イ 金大中  ウ 金泳三  エ 金正日  オ 金鐘泌 

 
 

(2)文中のC氏にあたる人物を，次のア～エから１人選び，記号で答えよ。 
ア  毛沢東  イ 鄧小平  ウ 江沢民  エ 李鵬 

 
 

(3)文中の（ あ ）にあてはまる条約名を答えよ。

(4)下線部ａに関連して，次の各問いに答えよ。 

i 国連海洋法条約により，沿岸国は200海里内に，ある水域を設定できるよう
になった。この水域名を答えよ。

ii日本と韓国との間で双方が領有権を主張しているある島がある。今回の日韓
新漁業交渉では，この島の領有権を棚上げし，この島の付近に暫定水域を
設けることなどで基本的に合意した。この島を，次のア～エから1つ選び，記
号で答えよ。 
ア  沖ノ鳥島  イ 南鳥島  ウ 竹島  エ 与那国島 

 
 

(5)下線部ｂの北朝鮮の正式な国名を答えよ。

(6)下線部ｃのミサイルは，何と呼ばれているか。次のア～エから1つ選び，記号で
答えよ。 
ア ノドン  イ スカッド  ウ ガウリ  エ テポドン  
 

(7)下線部ｄに関連して，次の表は１９９６年における，日本から見た中国との貿易
（輸出入上位５品目）を示している。この表を見て，あとの各問いに答えよ。 

 
（1998/99年版「日本国勢図絵」） 

中国への輸出
品

百万円 ％
中国からの輸
入品

百万円 ％

（ Ｘ ) 

織物類 

鉄鋼 

有機薬品 

プラスチック 

1,199,192 

188,640 

181,021 

85,292 

82,620 

50.3 

7.9 

7.6 

3.6 

3.5 

（ Y ) 

機械類 

魚介類 

原油 

はきもの 

1,267,605 

658,299 

229,947 

181,819 

169,229 

28.8 

15.0 

5.2 

4.1 

3.8 

計 2,382,363 100.0 計 4,399,676 100.0



［３］環境問題 

次の文章を読んで，あとの各問いに答えなさい。 

 みのる君は， 近テレビなどでよく耳にする（ あ ）という言葉に興味を持ち，調べてみること
にした。 
 その結果，（ あ ）は塩素を含む物質を燃焼したときに発生する猛毒物質で，この物質が人
間の体内に入ると，がんにかかりやすくなったり，遺伝子にまで影響を及ぼすこともあることが
わかった。ａベトナム戦争のときに使用された化学兵器の中にもこの物質が含まれていて，こ
れを浴びた人々は今でも苦しんでいるという。家庭で使っているごみ焼却炉でも，ビニールな
どを燃やした場合にこの物質が発生する可能性があることを知って，ごみを（ い ）することの
大切さがわかった。また，（ あ ）やＤＤＴ，ポリ塩化ビフェニール，有機スズなどは，一般的に
（ う ）と呼ばれ，動物の生殖機能に障害を引き起こしたりし，人類の未来に重大な影響を与
える恐れがあることもわかった。 

 次に，みのる君はインターネットを利用して，（ あ ）問題に取り組む市民団体や個人のホー
ムページを見た。埼玉県の所沢市では，市内の産業廃棄物焼却施設から発生した（ あ ）が
深刻な問題となり，住民運動がさかんに行われていた。所沢市では，全国に先駆けて1997年
に，（ あ ）規制ｂ条例が定められていたこともわかった。また，いくつかの市町村では，産業
廃棄物処理施設，原子力発電所，海上ヘリポートなどの設置をめぐって，ｃ住民投票が行われ
ていた。 

 みのる君は，日本の環境問題の歴史についても調べてみた。ｄ日本で初めて公害が問題と
なったのは産業が発達した明治時代であり，その後，第二次世界大戦後になるとｅ四大公害と
呼ばれる公害問題が深刻化し，公害反対の住民運動がさかんになったことがわかった。さら
に，地球環境問題についても調べてみた。1972年に地球規模で環境問題を話し合う 初の国
際会議「国連人間環境会議」が，スウェーデンで開かれ，その20年後の1992年には「ｆ（ え ）
サミット（国連環境開発会議）」がブラジルで開かれ，経済開発と環境への影響が話し合われ
ていた。1997年12月には，日本で「地球温暖化防止（ お ）会議」が開かれ，2010年の前後５
年間でのｇ温室効果ガスの削減目標が決められ，各国はこの目標に向かって努力することに
なっていることがわかった。 

i 表中の（ X ）にあてはまる品目を，次のア～エから１つ選び，記号で
答えよ。 
 

ア 精密機械

イ 機械類

ウ自動車

エ 石油製品

ii 表中の（ Ｙ ）にあてはまる品目を，次のア～エから１つ選び，記号で
答えよ。 
 

ア 野菜

イ がん具

ウ肉類

エ 衣類

iii 表から読み取れる，日本と中国との貿易の特色を簡潔に述べよ。

(8)下線部ｅの中国 大の河川の名前を答えよ。



 みのる君はその日の夜，両親とｈ地球環境を守るために家庭でもできることについて話し合
ってみた。 

(1) 文中の（ あ ）にあてはまる語句を，カタカナ６字で答えよ。

(2) 文中の（ い ）にあてはまる語句を，漢字２字で答えよ。

(3) 文中の（ う  ）は，学問的には「内分泌かく乱化学物質」と呼ばれている。
（ う ）にあてはまる一般的な呼び名を答えよ。

(4) 文中の（ え ）にあてはまる語句を，漢字２字で答えよ。

(5) 文中の（ お ）には日本の都市名があてはまる。（ お ）にあてはまる都市
名を答えよ。

(6) 下線部ａについて，この戦争が起こった背景として適切なものを，次のア～エ
から1つ選び，記号で答えよ。 
 

ア 日本軍がフランス領インドシナを侵略した。

イ 冷戦終結後，旧東側の多民族国家では，民族独立の動きが起こった。

ウ国内のヒンドゥ教徒とイスラム教徒が激しく対立した。

エ アメリカと旧ソ連を中心とする東西両陣営が激しく対立した。

(7) 下線部ｂについて，地方自治法では有権者の署名により，条例の制定・改廃
や，監査，解散，解職などを求めることができると定めている。このような権
利を何というか。

(8) 下線部ｃについて，次の文は，みのる君がホームページ上で調べたある町の
住民投票に関するものである。また，表はみのる君が賛成派と反対派の意
見をまとめたものである。これについて、あとの問いに答えよ。 

 空港の建設に賛成か反対かの立場を選択して，（ あ ）または（ い ）に
あなたの意見を簡潔に述べよ。 

本土から遠く離れた○○島にある△△町では，本土と○○島を
結ぶ空港の建設をめぐって，賛成派の住民と反対派の住民が対
立していた。 
△△町では来月に住民投票を行い，住民の意思を問う予定であ
る。

空港建設賛成派の意見 空港建設反対派の意見

本土に速く簡単に行くこと
ができる。  
（   あ   ）  

飛行機の騒音が心配で
ある。  
（   い   ）  

(9) 下線部ｄについて，日本で初めての公害問題は栃木県の渡良瀬川流域で起
こった。このとき，被害民の救済のために尽力した栃木県出身の代議士の名
前を答えよ。

(10) 下線部ｅに関連して，四大公害と呼ばれる公害問題が深刻化したころの日本
の様子として適切なものを，次のア～エから1つ選び，記号で答えよ。 
 

ア 朝鮮戦争が起こると，アメリカ軍の軍需物資の発注を受けた日本は好景
気となった。

イ 高度経済成長という経済発展をとげた日本では，東京オリンピックが開か
れ，新幹線も開通した。

ウ石油ショック後の不況をのりこえた日本経済は，安定した成長を続けた
が，自動車の輸出や農産物の輸入などをめぐり，アメリカとの間で貿易摩



  

［４］少子・高齢社会  

次の文章を読んで，あとの各問いに答えなさい。 

 1998年４月現在，総務庁のまとめによると，日本の65歳以上の高齢人口がついに2000万人
を超え，昨年に引き続き15歳未満の年少人口を上回った。高齢人口の2000万人は，総人口に
対して16.0％の構成比となる。高齢人口の比率が約14％を超えると，ａ高齢社会といわれる

が，日本も高齢化しつつある高齢化社会から，高齢社会になったといえる。 
 1998年の年少人口は1918万人で，高齢人口を下回っただけでなく，昨年より約33万人も減っ
た。ｂ１人の女性が一生のうちに産む子どもの数を示す，合計特殊出生率は年々減少してい
る。人口が増えも減りもしない「理想子ども数」は，2.09人といわれているが，1997年の1.39人

は，少子化現象が社会問題化した1989年の1.57人に比べても，0.18人も低い。 
 今後，さらに少子・高齢社会が進行することは明らかなことで，私たち一人ひとりは，そのた
めの準備をおこたってはならない。また，社会全体が，子どもを産みやすく，高齢者が楽しく暮

らせる社会環境をつくりあげなければならない。 

擦が深刻化した。

エ 株価や地価が大幅に上昇する異常な経済状況の中，円高が大幅に進ん
だ。

(11) 下線部ｆの会議の内容を受けて、日本では1993年，環境行政の基本となる法
律が制定された。この法律名を答えよ。

(12) 

  

下線部ｇについて，次の文で述べている温室ガスの名前を答えよ。 

 このガスは，地球温暖化の原因となる代表的なガスで，12月の会議ではこ
のガスの削減率が大きなテーマとなった。このガスの増加は，化石燃料の燃
焼や熱帯林の減少などが原因と考えられている。 

(13) 

  

下線部ｈについて，次の表は，みのる君が両親と話し合った結果をまとめた
ものである。 
 
Ｘ地球温暖化，Ｙオゾン層の破壊，Ｚ熱帯林の破壊の３つの環境問題から1つ
を選択し，その防止のために家庭でもできることを，酸性雨の例を参考に簡
潔に述べよ。 
 

環境問題 例：酸性雨
Ｘ:地球温暖

化

Ｙ:オゾン層
の 

破壊

Ｚ:熱帯林の 
破壊

家庭でも 
できること

公共の交通
機関を利用
し，自家用車
の使用をひ
かえる

Ｘ Ｙ Ｚ

(1)下線部ａに関連して，次の各問いに答えよ。 

i 高齢者にとって，社会保障制度はなくてはならないものである。次のＡ～Ｄ
は，日本の社会保障制度の４つの柱のうち，何という制度にあてはまるか。 



［６］アジア経済危機と日本経済  

中学３年生の啓太君とお父さんの，次の会話文を読んで，あとの各問いに答えなさい。 

A 佐藤さんは，定年退職後，厚生年金の給付を受けることになった。

B 鈴木さんは，孫の予防接種のため，保健所に行った。

C70歳の木村さんは，一人ぐらしで病気がちなので，市の世話で老人ホーム
に入った。

D 大野さんは，身体を悪くして働けなくなったので，生活保護を受けることに
なった。

ii i の基本精神を表す憲法条文として も適切なものを，次のア～エから１つ
選び，記号で答えよ。 
 

ア すべて国民は，個人として尊重される。

イ すべて国民は，勤労の権利を有し、義務を負う。

ウすべて国民は，法の下に平等であって………差別されない。

エ すべて国民は，健康で文化的な 低限度の生活を営む権利を有する。

iii ii の憲法条文は，基本的人権のうち，何という権利を保障したものか。

iv1997年12月，40歳以上の国民から保険料を徴収し，高齢者の介護サービス
を定めた法律が成立し，新たな保険制度が2000年からスタートすることにな
った。この法律名を答えよ。

(2)下線部ｂについて，特殊出生率が減少している原因として誤っているものを，次
のア～エから１つ選び，記号で答えよ。 

ア 女性の高学歴化が進み，職業進出もさかんになって，晩婚や非婚が多くな
ったから。

イ 子どもを育てるための費用がかかりすぎるから。

ウ企業が男女雇用機会均等法を守らないから。

エ 住宅の確保が難しく，居住環境も悪いから。

啓太： ねえ，ねえ，お父さん。塾の先生がね。入試に時事問題が出題されるか
ら， 近起こった重要なできごとを覚えておくように，と教えてくれたんだ。
どんなことがあったの。

父 ： そうだね。いろいろあったが，アジアの経済危機と，それに関連した日本
経済の動きが大きなできごとといえるね。ちょっとむずかしいかな。

啓太： むずかしそうだね。アジアの経済危機って，どんなこと。

父 ： まず，1997年７月に，Ａ国の通貨バーツが急落したんだ。Ａ国では，ここ数
年輸出の伸び悩みで，経済が悪化していたんだ。11月には，その余波を
受けて，今度はＢ国の通貨ウォンが下落したんだ。Ｂ国でも，貿易赤字が
慢性化したり，金融機関の抱える（ あ ）が増加したりして，経済が悪化
していたからね。

啓太： そういえば，Ｃ国でも事件があったね。

父 ： そうなんだ。Ｃ国では，1998年５月に，ガソリンや公共料金の値上げに怒
った民衆が大規模な暴動を起こし，多くの死傷者が出たんだ。Ｃ国でも，
Ａ国の通貨下落の影響を受けて，自国の通貨ルピアが下落して経済が
悪化していたんだ。その結果，強権的な政治を行ってきたスハルト大統領
が，退陣に追い込まれたんだ。



啓太： どんなところが，アジアの国々へ経済協力をしたの。

父 ： うん，Ａ国，Ｂ国，Ｃ国に対して，（ い ）が経済的な支援をしたんだ。

啓太： 日本も影響を受けたんでしょう。

父 ： そうなんだ。日本経済は，1991年に（ う ）経済が崩壊したあと，金融不
安や消費の低迷が続き，さらにアジア経済危機の影響を受けて，今では
戦後 悪な不況とさえいわれているんだ。ａ為替相場も不安定だし，お父
さんが勤めている会社も影響を受けているんだ。

啓太： 大変だね。テレビや新聞でも，「不況」「不況」とさかんに報道しているし
ね。お父さん。消費の低迷とか，金融不安とかを，もう少し詳しく説明し
て。

父 ： 1997年４月にｂ消費税が５％にアップしたことは覚えているね。その影響
で，さらに消費が落ち込み，景気が悪化していったんだ。その年の11月に
は，（ う ）経済のツケともいえる多額の（ あ ）を抱え込んだ，北海道拓
殖銀行や山一証券などの金融機関が経営破たんをしたんだ。

啓太： そういえば，ついこの間も，テレビでは「チョウギン」「チョウギン」といって
いたね。

父 ： そうなんだ。1998年10月には，都市銀行大手の日本長期信用銀行が経
営危機に陥ったんだ。この状況を何とかしようと，政府は，金融システム
の安定化を図るために金融再生法を成立させ，またｃ景気対策として，総
事業規模が約24兆円の緊急経済対策を決定したんだ。

啓太： 前にお父さんから聞いたね。金融制度の改革が行われるって。

父 ： そう。1998年４月に，外国為替取引の自由化などをもりこんだ改正外国為
替管理法が施行され，いよいよ「日本版（ え ）」がスタートしたんだ。「日
本版（ え ）」は，2001年までに日本の金融市場をニューヨークやロンドン
と並ぶ国際金融市場として再生させることを目的にしているんだ。金融市
場が自由化されれば，私たち一般生活者にとっては便利になるんだけれ
ど，反面金融機関にとっては競争が激しくなり，「長銀」のように経営破た
んを起こすところも出てくるんだ。

啓太： 金融機関と景気とは，関係があるの。

父 ： あるんだよ。企業が必要とする資金を貸し出すところが，金融機関だから
ね。今のように金融不安が続くと，十分な資金が市場に出回らないんだ。
そうすると，企業の経済活動が停滞して，景気は回復しないんだ。

啓太： ふうん。

父 ： アジアを襲った今回のｄ経済危機が，世界全体に広まることは，どんなこ
とがあっても防がなければならないんだ。そのためにも，ｅ日本は経済の
再生を一刻も早く成し遂げなければならないんだ。

啓太： よく，わかった。

(1) 文中の（ あ ）には，金融機関が企業などに融資をしたものの，回収の見込
みがたたなくなってしまっている債権名があてはまる。（ あ ）にあてはまる
語句を漢字４字で答えよ。

(2) 文中の（ い ）には，各国の通貨価値を安定させることを目的として1945年
に設立された国際機関名があてはまる。（ い ）にあてはまる語句を答え
よ。

(3) 文中の（ う ）経済とは，価格が実体以上に膨れ上がってしまった土地や株
を担保にして，個人や企業などが過剰な消費や投資してしまう状態のことを
いい，今回のアジア経済危機のおもな要因となっている。（ う ）にあてはま
る語句をカタカナ３字で答えよ。

(4) 文中の（ え ）にあてはまる語句を，カタカナ５字で答えよ。

(5) 
次の資料１・２は，文中のＡ国，Ｂ国，Ｃ国のおもな輸出品と輸出先を示して



資料１ おもな輸出品（1994年) 

資料２ おもな輸出先 

(1998/99年版「日本国勢図絵」） 

  

いる。Ａ国，Ｂ国，Ｃ国にあてままる国を，あとの地図中の１～４からそれぞれ
１つずつ選び，番号で答えよ。また，国名も答えよ。

１位 ２位 ３位

Ａ国 機械類 衣類 魚介類

Ｂ国 機械類 繊維品 自動車

Ｃ国 原油 合板類 液化天然ガス

１位 ２位 ３位

Ａ国 アメリカ 日本 シンガポール

Ｂ国 アメリカ 日本 ホンコン

Ｃ国 日本 アメリカ シンガポール

(6) 経済危機にみまわれた文中の国などが属している，地図中灰色で示した部
分の地域連合は何と呼ばれているか。

(7) 下線部ａに関連して，次の文は右の資料３に関することについて述べたもの
である。文中の（  i  ），（  ii  ）にあてはまる語句の組み合わせを，あとの
ア～エから１つ選び，記号で答えよ。 

 
グラフの太線で囲まれた為替相場の動きを
（ i  ）といい，外国からの輸入品の価格は
（ ii  ）なる。 

ア i 円高，ii 高く

イ i 円安，ii 高く

ウi 円高，ii 安く

エ i 円安，ii 安く



［７］1998年のおもなできごと  

［１］～［６］を除く，1998年のおもなできごとを表した，次の表を見て，(1)～(7)の各問いに答え
なさい。 

(8) 下線部ｂの消費税について述べているものを，次のア～エから１つ選び，記
号で答えよ。 
 

ア 累進課税制度がとられている。

イ 国の歳入のうち， も割合の高い税である。

ウ納税者が実際に税を負担する直接税である。

エ 税の負担者と納税者が異なる間接税である。

(9) 下線部ｃについて，1998年８月，日本政府は不景気を解消するための財政
政策を発表した。その財政政策にあてはまるものを，次のア～エから１つ選
び，記号で答えよ。 
 

ア 公定歩合を上げる

イ 公共投資を減らす

ウ減税をする

エ 国会を解散する

(10) 下線部ｄに関連して，1929年，アメリカで株価が急落したことから始まった世
界的な不況を何というか。

(11) 下線部ｅに関連して，危機にみまわれたアジア各国は，日本の景気回復を強
く望んでいる。その理由は何か。資料２などを参考にして簡潔に述べよ。

(1) 1997年12月 ・世界 長の海底トンネルを持つ東京湾横断道路が開通

(2) 1998年２月 ・第18回冬季オリンピックが開幕

(3)  ４月  ・世界 長のつり橋を持つ本州と四国を結ぶ自動車道が開通

(4)  ４月  ・ロシアの大統領が来日し，橋本首相と会談

(5)  ５月  ・インドが地下核実験を実施

(6)  ７月  ・大阪市の西淀川公害訴訟の和解が成立

(7) 1998年は，国連で（   ）が採択されてから50周年にあたる

(1) 次の各問いに答えよ。 

i 東京湾横断道路は，別名何と呼ばれているか。

ii この道路は，どことどこの都市を結んでいるか。

(2) 第18回冬季オリンピックは，日本のある県で開かれた。その県名を
答えよ。

(3) 次の各問いに答えよ。 



  

i この自動車道のルートを，次のア～ウから１つ選び，記号で答
えよ。 

ア 尾道－今治ルート

イ 児島－坂出ルート

ウ 神戸－鳴門ルート

ii 世界 長のつり橋の名前を答えよ。

(4) 次の各問いに答えよ。 

i 来日したロシアの大統領名を答えよ。

iiこの会談では，北方領土についても話し合われた。次のア～オの
うち，北方領土に含まれない島を１つ選び，記号で答えよ。 

ア 国後島

イ 択捉島

ウ 屋久島

エ 色丹島

オ 歯舞諸島

(5) インドの核実験実施後，５月23日，「インドの脅威に対抗するため」と
して，核実験を行った国を答えよ。

(6) 西淀川公害訴訟で争われた主たる公害を，次のア～エから１つ選
び，記号で答えよ。 

ア 大気汚染

イ 騒音

ウ地盤沈下

エ 水質汚濁

(7) （   ）にあてはまる，自由と人権を守るための宣言名を答えよ。
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