
もくじ　3

第２編 現代の経済

第１章　現代経済のしくみと特質
　１ 経済活動の基本概念 ……………116

　２ 経済活動の主体 …………………119

　３ 市場経済の機能と限界 …………122

　４ 企業の役割 ………………………127

　５ 経済活動の計測と GDP …………130

　６ 経済成長と景気変動 ……………133

　７ 物価のうごき ……………………136

　８ 市場経済にいたる経済体制の変容 …139

第２章　金融と財政のしくみ
　１ 金融のしくみとはたらき ………144

　２ 財政のしくみとはたらき ………150

第３章　日本経済のあゆみと現状
　１ 戦後復興と高度成長 ……………155

　２ 石油危機とバブル経済 …………158

　３ バブル崩壊と失われた 20 年 ……160

第４章　福祉の向上と日本経済の課題
　１ 労働基本権と労働運動 …………163

　２ 今日の雇用問題と労働条件 ……169

　３ 社会保障の成立と進展 …………174

　４ 中小企業の現状と問題 …………180

　５ 環境をめぐる問題 ………………182

　６ 消費者をめぐる問題 ……………185

　７ 農業をめぐる問題 ………………188

第５章　世界経済と日本
　１ 国際分業と貿易の利益 …………192

　２ 外国為替と国際収支のしくみ …197

　３ グローバル化の進展と国際経済 …203

　４ アジア経済と南北問題 …………209

　５ 環境と人口 
　　　―地球の持続可能性をめぐる問題……214

　６ 国際経済における日本の役割 …218

難民認定者数の推移…………………… 62
衆議院の解散と政治の停滞…………… 68
パレスチナ問題……………………… 103
需要量・供給量の変化と価格の関係…… 122
国民所得の相互関係と三面等価の原則…… 131
景気循環の４局面…………………… 133
一人あたり実質GDP………………… 135
対価の流れ・貸借の流れ…………… 144

信用創造のしくみ…………………… 146
プライマリーバランス……………… 154
もしも日本の国民が 100人だったら…… 163
生涯でもらう賃金のちがい………… 169
もしも社会保障がなかったら……… 174
分業の利益と自由貿易……………… 193
外国為替と為替レート……………… 197
為替レートを考える………………… 198

  解説　図やグラフを用いて詳しく解説

2　もくじ

第１編 現代の政治

第１章　民主政治の基本原理
　１ 政治とはなにか …………………… 6

　２ 法とはなにか ……………………… 9

　３ 近代民主政治の発展 …………… 12

　４ 現代民主政治の展開 …………… 16

　５ 政治制度と現代の世界 ………… 21

第２章　日本国憲法と国民主権
　１ 日本国憲法制定までの道のり … 26

　２ 日本国憲法の基本的性格 ……… 29

第３章　日本国憲法と平和主義
　１ 平和主義思想の系譜 …………… 32

　２ 日本の防衛政策と自衛隊 ……… 34

　３ 日本の安全保障政策と国際協力 37

第４章　日本国憲法と人権保障
　１ 人権保障の基本原理 …………… 42

　２ 自由権的基本権 ………………… 44

　３ 法の下の平等 …………………… 49

　４ 社会権的基本権 ………………… 52

　５ 参政権と請求権 ………………… 54

　６ 新しい人権 ……………………… 55

　７ 人権をめぐる新たなうごき …… 58

第５章　日本の政治機構
　１ 国会のしくみと機能 …………… 64

　２ 内閣のしくみと機能 …………… 67

　３ 裁判所のしくみと機能 ………… 70

　４ 地方自治 ………………………… 75

第６章　現代日本の政治
　１ 行政機能の拡大 ………………… 78

　２ 政党政治 ………………………… 80

　３ 選挙制度 ………………………… 83

　４ 現代民主政治の課題 …………… 85

第７章　国際政治と日本
　１ 国際社会の形成と国際法 ……… 88

　２ 国際連合と国際協力 …………… 92

　３ 国際政治の動向 ………………… 99

　４ 核兵器と軍備管理・軍備縮小 …108

　５ 国際社会における日本 …………112

もくじ

 

大衆……………………………………… 18
憲法改正と解釈改憲…………………… 31
日本国憲法がめざす平和主義………… 33
医学・医療の進歩と人権……………… 63
議案の審議における委員会主義と衆議院の
優越……………………………………… 65
大津事件　　　　　　　　　　　　　　　
　〜明治憲法下での司法権の独立〜… 70

圧力団体………………………………… 81
国連の課題……………………………… 97
ヨーロッパ統合………………………… 98
9・11事件と「テロとの戦争」……… 104
景気変動に対する考え方…………… 134
エネルギー革命と高度成長………… 157
ものづくり…………………………… 162

コラム　学習を深める事例を紹介

教科書の　内容・構成

p.8

p.10

p.12

p.14

p.16

p.20

政治・経済の学習で必要とされる事項
は，第1編と第2編で学べます。

p.18

国際社会の成り立ちから現状までをしっ
かりとページを割いて解説しています。

4

H30教科書パンフ_現代政治経済A5-C.indd   4 18/03/28   13:03

もくじ　3

第２編 現代の経済

第１章　現代経済のしくみと特質
　１ 経済活動の基本概念 ……………116

　２ 経済活動の主体 …………………119

　３ 市場経済の機能と限界 …………122

　４ 企業の役割 ………………………127

　５ 経済活動の計測と GDP …………130

　６ 経済成長と景気変動 ……………133

　７ 物価のうごき ……………………136

　８ 市場経済にいたる経済体制の変容 …139

第２章　金融と財政のしくみ
　１ 金融のしくみとはたらき ………144

　２ 財政のしくみとはたらき ………150

第３章　日本経済のあゆみと現状
　１ 戦後復興と高度成長 ……………155

　２ 石油危機とバブル経済 …………158

　３ バブル崩壊と失われた 20 年 ……160

第４章　福祉の向上と日本経済の課題
　１ 労働基本権と労働運動 …………163

　２ 今日の雇用問題と労働条件 ……169

　３ 社会保障の成立と進展 …………174

　４ 中小企業の現状と問題 …………180

　５ 環境をめぐる問題 ………………182

　６ 消費者をめぐる問題 ……………185

　７ 農業をめぐる問題 ………………188

第５章　世界経済と日本
　１ 国際分業と貿易の利益 …………192

　２ 外国為替と国際収支のしくみ …197

　３ グローバル化の進展と国際経済 …203

　４ アジア経済と南北問題 …………209

　５ 環境と人口 
　　　―地球の持続可能性をめぐる問題……214

　６ 国際経済における日本の役割 …218

難民認定者数の推移…………………… 62
衆議院の解散と政治の停滞…………… 68
パレスチナ問題……………………… 103
需要量・供給量の変化と価格の関係…… 122
国民所得の相互関係と三面等価の原則…… 131
景気循環の４局面…………………… 133
一人あたり実質GDP………………… 135
対価の流れ・貸借の流れ…………… 144

信用創造のしくみ…………………… 146
プライマリーバランス……………… 154
もしも日本の国民が 100人だったら…… 163
生涯でもらう賃金のちがい………… 169
もしも社会保障がなかったら……… 174
分業の利益と自由貿易……………… 193
外国為替と為替レート……………… 197
為替レートを考える………………… 198

  解説　図やグラフを用いて詳しく解説

2　もくじ

第１編 現代の政治

第１章　民主政治の基本原理
　１ 政治とはなにか …………………… 6

　２ 法とはなにか ……………………… 9

　３ 近代民主政治の発展 …………… 12

　４ 現代民主政治の展開 …………… 16

　５ 政治制度と現代の世界 ………… 21

第２章　日本国憲法と国民主権
　１ 日本国憲法制定までの道のり … 26

　２ 日本国憲法の基本的性格 ……… 29

第３章　日本国憲法と平和主義
　１ 平和主義思想の系譜 …………… 32

　２ 日本の防衛政策と自衛隊 ……… 34

　３ 日本の安全保障政策と国際協力 37

第４章　日本国憲法と人権保障
　１ 人権保障の基本原理 …………… 42

　２ 自由権的基本権 ………………… 44

　３ 法の下の平等 …………………… 49

　４ 社会権的基本権 ………………… 52

　５ 参政権と請求権 ………………… 54

　６ 新しい人権 ……………………… 55

　７ 人権をめぐる新たなうごき …… 58

第５章　日本の政治機構
　１ 国会のしくみと機能 …………… 64

　２ 内閣のしくみと機能 …………… 67

　３ 裁判所のしくみと機能 ………… 70

　４ 地方自治 ………………………… 75

第６章　現代日本の政治
　１ 行政機能の拡大 ………………… 78

　２ 政党政治 ………………………… 80

　３ 選挙制度 ………………………… 83

　４ 現代民主政治の課題 …………… 85

第７章　国際政治と日本
　１ 国際社会の形成と国際法 ……… 88

　２ 国際連合と国際協力 …………… 92

　３ 国際政治の動向 ………………… 99

　４ 核兵器と軍備管理・軍備縮小 …108

　５ 国際社会における日本 …………112

もくじ

 

大衆……………………………………… 18
憲法改正と解釈改憲…………………… 31
日本国憲法がめざす平和主義………… 33
医学・医療の進歩と人権……………… 63
議案の審議における委員会主義と衆議院の
優越……………………………………… 65
大津事件　　　　　　　　　　　　　　　
　〜明治憲法下での司法権の独立〜… 70

圧力団体………………………………… 81
国連の課題……………………………… 97
ヨーロッパ統合………………………… 98
9・11事件と「テロとの戦争」……… 104
景気変動に対する考え方…………… 134
エネルギー革命と高度成長………… 157
ものづくり…………………………… 162

コラム　学習を深める事例を紹介

教科書の　内容・構成

p.22

p.26

p.28

p.30

p.33

p.25

p.18

p.34

は，本資料に掲載した教科書の項目とページを示しています。

経済の基礎となる第1章では，構成を見
直し，より取り組みやすく整理しました。

5

H30教科書パンフ_現代政治経済A5-C.indd   5 18/03/28   13:03



4　もくじ

	 第１章　現代日本の政治や経済の諸課題
　１	18 歳選挙権から考える政治とは	　　	

なにか？	 …………………………222

　２	社会保障制度は維持可能か？	 …224

　３	地域共同体は変貌する地域社会に　	
対応できるか？	 …………………226

　４	働くとはどういうことなのか？	…228

　５	日本は格差のある社会なのか？	…230

　６	グローバル化する中小企業は　　　	
世界で勝てるか？	 ………………232

　７	日本の農業に未来はあるか？	 …234

第２章　国際社会の政治や経済の諸課題
　8  		リスクのある社会とは？	………236

　9  		パリ協定で世界の温暖化対策は	
すすむのか？	……………………238

　10		「援助」は途上国のためになって	
いるか？	…………………………240

　11		人種・民族問題に解決は	
あるか？	…………………………242

　12		国際社会における今の日本の	
役割とは？	………………………244

自衛隊の合憲・違憲を争った裁判… …… 35
砂川事件…………………………………………… 35
マクリーン事件………………………………… 43
思想・良心の自由と企業…………………… 44
政教分離をめぐる裁判… …………………… 45
首相の靖国神社参拝…………………………… 45
北方ジャーナル事件…………………………… 46
ポポロ事件… …………………………………… 46
死刑囚の再審請求……………………………… 47
死刑の合憲性… ………………………………… 48
森林法事件… …………………………………… 48
薬事法違憲訴訟………………………………… 48
刑法尊属殺重罰規定…………………………… 49
嫡出でない子の法定相続分差別訴訟…… 49
逸失利益の算定基準と男女平等… ……… 50

女性差別をめぐる裁判… …………………… 51
国籍法違憲訴訟………………………………… 51
朝日訴訟・堀木訴訟…………………………… 52
教育を受ける権利と教育内容……………… 53
在外国民選挙権訴訟…………………………… 54
『宴のあと』事件… …………………………… 55
大阪空港公害訴訟……………………………… 57
名古屋新幹線公害訴訟… …………………… 57
鞆の浦景観訴訟………………………………… 57
ヘイトスピーチをめぐる裁判………… 62
自己決定権と医療行為… …………………… 63
安楽死と尊厳死………………………………… 63
苫米地訴訟… …………………………………… 69
全逓東京中央郵便局事件…………… 166

第３編 現代社会の諸課題

　資料　日本国憲法／（以下抜粋）大日本帝国憲法／労働基準法／
　　　　労働組合法／労働関係調整法／男女雇用機会均等法／国際連合憲章／
　　　　世界人権宣言  …………………………………………………………………… 246

　さくいん ………………………………………………………………………………… 259

第

編
1

現
代
の
政
治

衆議院本会議場（東京）下，模
擬投票をする高校生（2015 年，
東京）右，会見するアウン = サ
ン = スー = チー氏（2012 年，
ミャンマー）上，戦車を取り囲
む反政府デモの民衆（2011 
年，エジプト）左

第3編は見開きで完結するよ
うに構成しています。
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豊富な判例はページの下部にまとめて配置。
レイアウトを見直してより見やすくしました。
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