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【FdText社会公民：中学・塾用教材】
【】国際社会の仕組み
【】国際社会における国家
[要点]

(1) 国家は，国民，領域，主権によって成り立っている。主権国家は他国に支配されたり，
ないせいふかんしょう

干渉されたりしない権利(内政不干渉の原則)と，たがいに対等である権利(主権平等の
しょうちょう

にっしょうき

原則)を持っている。主権国家は，国の 象 徴 として国旗(日本では「日章旗」)や国歌(日
本では「君が代」)を持っている。
こくさいかんしゅうほう

(2) 国際法は国際慣習法と条約からなりたっている。国
りょうど

りょうかい

家主権の及ぶ範囲は領土(右図のA)，領海 (B)(海岸
りょうくう

から12海里)，領空 (C)である。海岸から200海里の
か い り

は い た て き け い ざ いす い い き

範囲を排他的経済水域(D)として，漁業資源や鉱産
こうかい

資源を沿岸国の権利として認めている。領海の外は公海でどの国の船でも自由に
航海できる。これを公海自由の原則という。
[要点確認]
(1) 国家は，国民，領域，(

)によって成り立っている。(

)の原則)と，たがいに対等である権利

れたり，干渉されたりしない権利((
((
(

)の原則)を持っている。(
))や国歌(日本では(

(2) 国際法は(

(

しょうちょう

)国家は，国の 象 徴 として国旗(日本では

))を持っている。

)法と条約からなりたっている。国家

主権の及ぶ範囲は(
岸から(

)国家は他国に支配さ

)(右図のA)，(

)海里)，(
かいり

)海里の範囲を(

)(B)(海

)(C)である。海岸から
)(D)として，漁業資源や

鉱産資源を沿岸国の権利として認めている。領海の外は(
由に航海できる。これを(

)の原則という。

1

)でどの国の船でも自

[主権国家]
[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 他国から支配されたり干渉されたりすることを拒む国家としての権利を何という
か。
(2) (1)の権利をもつ国家を何というか。
(3) 国家は何によって成り立っているか。(1)以外で2つ答えよ。
(4) 次の文にあてはまる国際社会の原則をそれぞれ何というか。
① 他国に支配されたり，干渉されたりしない権利。
② 他の国々と対等である権利
(5) 1999年に法律で定められた，①日本の国旗，②日本の国歌は何か。
(6) 現在独立国家は何か国か。次の[

]の中から1つ選べ。

[ 156 176 196 216 ]
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)①

(5)①

②
(6)

②

[解答](1) 主権 (2) 主権国家 (3) 国民，領域 (4)① 内政不干渉の原則 ② 主権平等の
ないせいふかんしょう

にっしょうき

原則 (5)① 日章旗 ② 君が代 (6) 196

[国際社会のルール]
[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 国際社会において，それぞれの国が守るべきルールを何というか。
(2) (1)にはどのようなものがあるか。2つ答えよ。
(3) 国と国の争いを法に基づいて解決するために，国際連合に置かれている裁判所は
何か。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)
かんしゅう

[解答](1) 国際法 (2) 国際慣習 法，条約 (3) 国際司法裁判所
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[領域]
[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 図のA～Cにあてはまる語句を答えよ。
か い り

(2) Cの範囲は何海里か。
(3) 図のDの海岸から(

①

)海里の範囲を( ②

)と

いう。(②)と大陸棚では，漁業資源や鉱産資源を開
発し保全する権利が，沿岸国に認められている。
(4) 領海の外側の海を何というか。
(5) (4)ではどの国の船でも自由な航行が保障されてい
るが，これを何の原則というか。
[解答欄]
(1)A

B

(3)①

②

C

(2)
(4)

(5)
[解答](1)A 領空
公海

B 領土

C 領海

(2) 12海里

(3)① 200

は い た

② 排他的経済水域

(4)

(5) 公海自由の原則

[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 国家の主権が及ぶ範囲を何というか。
(2) 排他的経済水域とはどのようなものか。「漁業・鉱産資源」「沿岸国」の2語を使っ
て簡潔に説明せよ。
(3) 日本は沖ノ鳥島の水没を防ぐために巨額を投じて護岸工事を行ったが，その理由は何
おきのとりしま

ごがん

か。
(4) どこの国の領域にもなっていない，人類の共通資産となっている大陸は何か。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

[解答](1) 領域 (2) 漁業・鉱産資源の権利が沿岸国にある水域。 (3) 日本の排他的経済
水域を保持するため。 (4) 南極大陸
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【】国際連合
[要点]
こ く さ いれ ん め い

ほっそく

(1) 第一次世界大戦の反省から，1920年に国際連盟が発足したが，第二次世界大戦が
こ く さ い れ ん ご うけんしょう

さいたく

こくさい

起こるのを防げなかった。この反省から，1945年に国際連合 憲章 が採択され，国際
れんごう

ふんそう

連合が生まれた。国際連合は戦争や紛争を防ぎ，世界の平和と安全を維持するこ
あんぜん

とを目的としている。総会(年に1回開催され，各国が1票の投票権をもつ)，安全
ほしょう り じ か い

保障理事会，経済社会理事会，国際司法裁判所，事務局などの機関が置かれ，本
部はニューヨークに置かれている。
(2) 平和と安全の維持にあたっているのは安全保障理事会で，アメリカ,イギリス,フ
あ ん ぜ んほ し ょ う り じ か い

じょうにん り

じ こく

ランス,ロシア連邦,中国の5か国が常任 理事国で，非常任理事国は10か国である。
ぎ け つ

きょひけん

常任理事国のうち1か国でも反対すれば議決されない。これを拒否権という。
PKO(国連の平和維持活動)は，軽装備の小数の軍隊を紛争地域に派遣して，紛争
の拡大防止や平和的解決のために監視活動を行っている。
ユ

ネ

ス

コ

(3) 経済社会理事会の専門機関としては，国連教育科学文化機関(UNESCO)(教育・科
ユ

ニ

セ

フ

学・文化を通じて，各国間の相互理解や協力を推進)，国連児童基金(UNICEF)(発
展途上国の子どものために医療や食料などを援助)，世界保健機関(WHO)(保健に
関する国際協力)などがある。
[要点確認]
(1) 第一次世界大戦の反省から，1920年に(

ほっそく

)が発足したが，第二次世界大戦が
さいたく

が生まれた。(

ふんそう

)は戦争や紛争を防ぎ，世界の(

を目的としている。(

あんぜん

)裁判所，事務局などの機関が置かれ，本

ほしょう り じ か い

)に置かれている。

(2) 平和と安全の維持にあたっているのは(
じょうにん り

)と安全を維持すること

)(年に1会開催され，各国が1票の投票権をもつ)，安全

保障理事会，経済社会理事会，(
部は(

)

)が採択され，(

起こるのを防げなかった。この反省から，1945年に(

)理事会で，(

)の5か国

じ こく

が常任 理事国で，非常任理事国は10か国である。常任理事国のうち1か国でも反
ぎ け つ

)権という。(

対すれば議決されない。これを(

)(国連の平和維持活動)

は，軽装備の小数の軍隊を紛争地域に派遣して，紛争の拡大防止や平和的解決の
ために監視活動を行っている。
(3) 経済社会理事会の専門機関としては，(
間の相互理解や協力を推進)，(
どを援助)，(

)(教育・科学・文化を通じて，各国

)(発展途上国の子どものために医療や食料な

)(保健に関する国際協力)などがある。
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[国際連合の発足]
[問題]
次の各問いに答えよ。
ほっそく

(1) 第一次世界大戦の反省から，1920年に発足した国際機関は何か。
(2) (1)が第二次世界大戦を防げなかった反省から，1945年に発足した国際機関は何か。
さいたく

(3) (2)が発足する際に採択されたものは何か。
(4) (2)の本部は何という都市に置かれているか。
ふんそう

(5) (2)が作られた目的を「戦争や紛争」「平和と安全」という語句を使って説明せよ。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
こ く さ いれ ん めい

[解答](1) 国際連盟

こ く さ いれ ん ごう

(2) 国際連合

(3) 国際連合憲章

けんしょう

(4) ニューヨーク

(5) 戦争や

ふんそう

紛争を防ぎ，世界の平和と安全を維持するため。

[加盟国数の変化]
[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 国際連合の発足時の加盟国
は何か国か。
(2) 1945 年～1955 年に加盟国数
が増えているが，これは戦後
A の地域で多くの国が独立し
たためである。A は何という
地域か。
(3) 1955 年～1965 年に加盟国数
が増えているのは，
B の地域で多くの国が独立したためである。
B は何という地域か。
(4) 国際連合の加盟国の推移を調べたら，1991年から3年間に25か国が新たに加盟し
す い い

ていた。これは何という国が解体したためか。
[解答欄]
(1)
[解答](1) 51か国

(2)
(2) アジア

(3)
(3) アフリカ
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(4) ソ連

(4)

[国際連合の仕組み]
[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 国際連合の機関の中で，全加盟国で構成され年に1回定期的に開かれるのは何か。
(2) 国際連合の機関の中で，15の理事国で構成され，世界の平和と安全の確保を目的
とする理事会は何か。
じょうにんりじこく

(3) (2)の常任理事国をすべてあげよ。
(4) (2)では，平和と安全に関する事項を決定する場合，5常任理事国のうち1か国でも
反対すれば議決されない。このように安全保障理事会で決定することをこばむ，
常任理事国が持つ権利は，一般に何とよばれるか。その名称を書け。
(5) 軽装備の少数の軍隊を紛争地域に派遣して，紛争の拡大防止や平和的解決のため
ふんそう

か ん し

に監視活動を続けることを何というか。
(6) 国家の間で取り決めた約束を破って平和を破壊する国があれば，国連に加盟する
国々が力をあわせてそれを阻止するという安全保障の方式は何とよばれるか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

[解答](1) 総会 (2) 安全保障理事会 (3) アメリカ，イギリス，フランス，ロシア連邦，
れんぽう

きょひけん

しゅうだんあんぜんほしょう

中国 (4) 拒否権 (5) PKO(平和維持活動) (6) 集団安全保障

[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 教育・科学・文化を通じて，各国間の相互理解や協力に努めている機関は何か。
(2) 発展途上国の子どものために医療や食料などの援助を行っている国連の機関は何
か。
(3) 保健に関する国際協力をおこなう機関は何か。
[解答欄]
(1)

(2)
ユ

ネ

(3)
ス

コ

ユ

ニ

セ

フ

[解答](1) 国連教育科学文化機関(UNESCO) (2) 国連児童基金(UNICEF) (3) 世界保健
機関(WHO)
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【】地域主義・新興国の台頭
[要点]
(1) 安全保障，経済，環境など同じ問題を抱える国家や地域がまとまりをつくり，国際的
な協調・協力関係を築いていこうという動きを地域主義(リージョナリズム)という。
ヨーロッパのEU(ヨーロッパ連合)，北米のNAFTA(北米自由貿易協定)，アジアの
ASEAN(東南アジア諸国連合)，APEC(アジア太平洋経済協力会議)，TPP(環太平洋経
れんけい

済連携協定)などがある。また，多くの国が参加する統合だけでなく，特定の国と国の
間でFTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)を結び，貿易の自由化などを進める動
きも活発である。
(2) 地球の北側に多い，工業や経済が発展している国々を先進工業国，地球の南側に多い，
はってんとじょうこく

工業や経済の発展が遅れている国々を発展途上国といい，その間の経済格差を南北問
しんこう

ニ ー ズ

題という。途上国の中でも，新興工業経済地域(NIES)(韓国，台湾，ホンコン，シン
ブリックス

ガポール，ブラジル，メキシコなど)，BRICS(ブラジル，ロシア連邦，インド，中国，
南アフリカ共和国)など急速に発展した新興国が現れている。途上国の間でも経済格差
が見られ，南南問題と呼ばれている。
[要点確認]
(1) 安全保障，経済，環境など同じ問題を抱える国家や地域がまとまりをつくり，国際的
な協調・協力関係を築いていこうという動きを(
(

)(ヨーロッパ連合)，北米の(

南アジア諸国連合)，(

)という。ヨーロッパの

)(北米自由貿易協定)，アジアの(

)(アジア太平洋経済協力会議)，(

)(東
れんけい

)(環太平洋経済連携

協定)などがある。また，多くの国が参加する統合だけでなく，特定の国と国の間で
(

)(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)を結び，貿易の自由化などを進める動き

も活発である。
(2) 地球の北側に多い，工業や経済が発展している国々を(

)国といい，その間の経済格差を(

工業や経済の発展が遅れている国々を(
問題という。途上国の中でも，(
ジル，メキシコなど)，(

)国，地球の南側に多い，
)

)(韓国，台湾，ホンコン，シンガポール，ブラ

)(ブラジル，ロシア連邦，インド，中国，南アフリカ共

和国)など急速に発展した新興国が現れている。途上国の間でも経済格差が見られ，
(

)問題と呼ばれている。
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[地域主義]
[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 安全保障，経済，環境など同じ問題を抱える一定地域の国家がまとまりをつくり，国
際的な協調・協力関係を築いていこうという動きを何というか。
(2) ECを発展させて結成され，現在28か国が加盟している国際組織は何か。
(3) (2)は，通貨の統合を行ったが，何という通貨か。
つうか

(4) 1967年に発足した東南アジアの国々の地域協力組織は何か。
(5) アジア・太平洋地域の経済協力組織を何というか。
(6) 1992年に発足し，アメリカ，カナダ，メキシコが加盟している地域組織は何か。
(7) 近年，経済の相互関係を強化するために自由貿易協定を結ぶ国が多くなっているが，
この自由貿易協定をアルファベット3文字で何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
[解答](1) 地域主義(リージョナリズム) (2) EU(ヨーロッパ連合) (3) ユーロ (4)
ASEAN(東南アジア諸国連合) (5) APEC(アジア太平洋経済協力会議) (6) NAFTA(北米
自由貿易協定) (7) FTA

[新興国の台頭と経済格差]
[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 地球の北側に多い，工業や経済が発展している国々を何というか。
(2) 地球の南側に多い，工業や経済の発展が遅れている国々を何というか。
(3) (1)と(2)の間の格差を何問題というか。
(4) (2)には中東の産油国やアジアの新興工業国などと，アフリカの貧しいままの国がある。
この 2 つのグループ間の経済格差の問題を何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

はってんとじょうこく

[解答](1) 先進工業国 (2) 発展途上国 (3) 南北問題 (4) 南南問題
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(4)

[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 1960年代以降に急速に工業化が進んだ韓国，台湾，ホンコン，シンガポール，ブラジ
ル，メキシコなどを何と呼ぶか。アルファベットで答えよ。
(2) 2000年代に入って急速に発展したブラジル，ロシア連邦，インド，中国，南アフリカ
共和国を何と呼ぶか。アルファベットで答えよ。
[解答欄]
(1)

(2)
ニ ー ズ

ブリックス

[解答](1) NIES (2) BRICS
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【】さまざまな国際問題
【】地球環境問題
[要点]
おんしつ こ う か

かん

おんだんか

こうずい

二酸化炭素などの温室効果ガスの増加によって地球温暖化が進み，干ばつや洪水などの自
かいばつ

然災害が起こっている。また，北極や南極の氷がとけて海水面が上昇して海抜の低い地域
さんせい う

が水没することが心配されている。さらに，広い範囲で木がかれる酸性雨の被害，フロン
はかい

ガスによるオゾン層の破壊の問題も起きている。
このような地球環境問題に対処するため，
1992年にブラジルで国連環境開発会議(地球サミット)が開かれ，1997年には地球温暖化防
さくげん

ぎていしょ

止京都会議が開かれて先進国に温室効果ガスの削減を義務づける京都議定書が採択された。
[要点確認]
かん

)ガスの増加によって(

二酸化炭素などの(

こうずい

)化が進み，干ばつや洪水などの自然
かいばつ

災害が起こっている。また，北極や南極の氷がとけて海水面が上昇して海抜の低い地域が
水没することが心配されている。さらに，広い範囲で木がかれる(
はかい

)層の破壊の問題も起きている。このような(

ンガスによる(

め，1992年にブラジルで(
かれて先進国に(

)雨の被害，フロ
)問題に対処するた

)が開かれ，1997年には地球温暖化防止(
さくげん

)会議が開

)が採択された。

)ガスの削減を義務づける(

[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 石油などの化石燃料から発生する二酸化炭素の増加が原因で，地球規模で問題になっ
ていることは何か。
(2) (1)の原因になっている二酸化炭素などを含むガスを何というか。
すいぼつ

(3) (1)によりどのような問題がおこるか。「氷」「水没」という語句を使って説明せよ。
(4) 石油や石炭が燃えると大気中に窒素化合物などが放出され，雨に溶けて湖の生物や森
林などに被害を与えることが問題になっている。この雨のことを何というか。
(5) フロンガスが原因で，破壊されている大気層は何か。
(6) (1)，(4)，(5)など地球規模でおきている問題を何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

[解答](1) 地球温暖化 (2) 温室効果ガス (3) 北極や南極の氷がとけて海水面が上昇し，
おんだんか

海抜の低い地域が水没するおそれがある。 (4) 酸性雨 (5) オゾン層 (4) 地球環境問題
かいばつ

さんせいう
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[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 世界の各国が国というわくをこえて話し合い，連帯・強調していこうという考え方が
強くなりつつある。このように，地球規模で一体となった社会を何というか。
(2) 国際的に協力して地球環境の保全をはかることを目的として，1992年にブラジルで開
催された会議は何か。
(3) 二酸化炭素の排出抑制の目標を設定して( ① )を防止する目的で，1997年に日本の
( ② )で国際会議が開かれ，( ③ )が採択された。
[解答欄]
(1)

(3)①

(2)

②

③

[解答](1) グローバル社会 (2) 国連環境開発会議(地球サミット) (3)① 地球温暖化 ②
ぎていしょ

京都 ③ 京都議定書
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【】その他の国際問題
[要点]
(1) 現在のエネルギー源の中心は，石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料である。日本の
電力は主に，火力発電(化石燃料を使うため二酸化炭素を発生)，原子力発電(放射能事
故の危険がある)，水力発電でまかなわれている。クリーンなエネルギーとして，太陽
光，風力，地熱，バイオマスなどの再生可能エネルギーの開発も進められている。
はってんとじょうこく

ひんこん

(2) 人口増加率は，アジアやアフリカなどの発展途上国で高い。これらの地域では，貧困
き

が

問題が深刻で，栄養不足の状態が長く続く飢餓も起きている。親をなくして路上で暮
しきじりつ

らす子ども(ストリートチルドレン)もいる。また，女性の識字率が男性よりも低い傾
ぼくめつ

向がある。国連は，2030年までに貧困と飢餓の撲滅などの「持続可能な開発目標」を
採択した。また，途上国の人々が生産した農産物や製品を，その労働に見合う公正な
価格で取引するというフェアトレード(公正貿易)や，貧しい人々に新しい事業を始め
ゆうし

るための少額のお金を貸し出すマイクロクレジット(少額融資)が注目されている。
ち い き ふんそう

(3) 冷戦終結後，民族紛争のような地域紛争や，2001年9月11日にアメリカでおきた同時
ひんぱつ

多発テロなどのテロリズムという「新しい戦争」が頻発するようになった。地域紛争
なんみん

では，武力紛争や人権侵害からのがれるために国境を越える難民が大量に発生する問
題が起きている。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は難民の保護にあたっている。
[要点確認]
(1) 現在のエネルギー源の中心は，石油・石炭・天然ガスなどの(
電力は主に，(

)発電(化石燃料を使うため二酸化炭素を発生)，(

)である。日本の
)発電(放射

能事故の危険がある)，水力発電でまかなわれている。クリーンなエネルギーとして，
太陽光，風力，地熱，バイオマスなどの(
(2) 人口増加率は，アジアや(

)などの(

問題が深刻で，栄養不足の状態が長く続く(
で暮らす子ども(

)エネルギーの開発も進められている。
)国で高い。これらの地域では，(

)

)も起きている。親をなくして路上

)もいる。また，女性の(

)率が男性よりも低い傾向がある。

ぼくめつ

国連は，2030年までに貧困と飢餓の撲滅などの「(

)な開発目標」を採択した。

また，途上国の人々が生産した農産物や製品を，その労働に見合う公正な価格で取引
するという(
す(

)や，貧しい人々に新しい事業を始めるための少額のお金を貸し出

)が注目されている。

(3) 冷戦終結後，民族紛争のような(
(

)などの(

)や，2001年9月11日にアメリカでおきた
ひんぱつ

)という「新しい戦争」が頻発するようになった。地域紛争では，

武力紛争や人権侵害からのがれるために国境を越える(
が起きている。国連難民高等弁務官事務所(
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)が大量に発生する問題

)は難民の保護にあたっている。

[資源・エネルギー問題]
[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 石油，石炭，天然ガスなどを何燃料というか。
(2) (1)を燃料とする発電方法は何か。
(3) 少ない燃料をくり返し使うことができ，二酸化炭素も発生させないが，放射能事故の
おそれがある発電方法は何か。
(4) 太陽光，風力，地熱，バイオマスなどを何エネルギーというか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

[解答](1) 化石燃料 (2) 火力発電 (3) 原子力発電 (4) 再生可能エネルギー

[貧困問題]
[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 人口増加率がいちじるしい地域を次の[

]の中から 2 つ選べ。

[ オセアニア アジア 南北アメリカ アフリカ ヨーロッパ ]
(2) (1)の地域には，先進工業国，発展途上国のどちらが多いか。
(3) (2)などで，人口増加に経済発展が追いつかないために直面している深刻な問題は何か。
(4) (3)の根底には食糧問題がある。栄養不足の状態が長く続くことを何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)
ひんこん

き

が

[解答](1) アジア，アフリカ (2) 発展途上国 (3) 貧困問題 (4) 飢餓
[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 途上国などで，親をなくして路上で暮らしている子どもをカタカナで何というか。
(2) 途上国では，経済的な理由だけでなく，文化や宗教上の理由から女性を学校に通わせ
る必要がないと考える親もおり，女性の(

)率(読み書きできる人の割合)が男性よ

りも低い傾向がある。
(3) 国連は，2015年に終了したミレニアム開発目標に代わって，2030年までに貧困と飢
ぼくめつ

餓の撲滅などの17の目標を定めた。この目標を何というか。
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(4) 途上国の人々が生産した農産物や製品を，その労働に見合う公正な価格で取引すると
いう考え方を何というか。
(5) 途上国で，貧しい人々に新しい事業を始めるための少額のお金を貸し出すことを何と
いうか。
[解答欄]
(1)

(2)

(4)

(3)

(5)
しきじ

[解答](1) ストリートチルドレン (2) 識字 (3) 持続可能な開発目標 (4) フェアトレー
ゆうし

ド(公正貿易) (5) マイクロクレジット(少額融資)

[新しい戦争]
[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 新しい戦争とよばれるものの1つで，旧ユーゴスラビアの民族紛争に代表されるよう
な紛争を何というか。
(2) (1)の当事者間で停戦が合意されたときにその監視にあたる国連の平和維持活動を何
というか。
(3) (1)などの武力紛争や人権侵害からのがれるために国境を越えた人々を何というか。
(4) 災害，内戦，経済上の理由で国外にのがれた(3)を保護する国連の機関は何か。
(5) その国の代表的な建物を破壊したり，自爆テロなどによって一般の人々を無差別に死
傷させたりすることを何というか。
(6) 2001年9月11日にアメリカでおきた(5)を何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

[解答](1) 地域紛争 (2) PKO (3) 難民 (4) 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) (5)
テロリズム (6) 同時多発テロ
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【】これからの地球社会と日本
[要点]
(1) 世界各地にはさまざまな文化がある(文化の多様性)が，人々の価値観や生活が似通っ
たものになることも起きている(文化の画一化)。また，バーミアンの石仏の破壊など
失われつつある文化もある。国連のUNESCOは世界の貴重な自然や文化財を世界遺
産として登録して保護を図っている。世界の人々が協力し合う上で重要なのは，異文
化理解である。
(2) 第二次世界大戦後の日本の外交は，平和主義(憲法9条)，国際貢献(政府開発援助(ODA)
など)，国連中心主義を重視してきた。近年では国連の平和維持活動(PKO)に自衛隊を
派遣している。日本の安全保障は，日米安全保障条約に基づくアメリカとの同盟関係
を基軸にしている。近隣諸国との間には解決すべき問題もある。ロシア連邦は北方領
せんきょ

せんかくしょとう

土を，韓国は島根県の竹島を不法に占拠している。また，尖閣諸島は日本の固有の領
土であるにもかかわらず，近年，中国が領有権を主張して島の領海内に巡視船による
ら

ち

不法侵入をくり返している。北朝鮮は日本人拉致事件を引き起こし，現在も，核実験
やミサイル発射など，問題の多い政策を採り続けている。
かくかくさん ぼ う し じょうやく

ぐんしゅく

(3) 戦争や地域紛争を防ぐために，核拡散防止 条約 などの軍縮 が進められている。1997
年には対人地雷全面禁止条約が締結された。
[要点確認]
(1) 世界各地にはさまざまな文化がある(文化の(

))。また，(

たものになることも起きている(文化の(
われつつある文化もある。国連の(

))が，人々の価値観や生活が似通っ
)の石仏の破壊など失

)は世界の貴重な自然や文化財を(

)遺産

として登録して保護を図っている。世界の人々が協力し合う上で重要なのは，異文化
(

)である。

(2) 第二次世界大戦後の日本の外交は，(

)主義(憲法9条)，国際貢献(政府開発援助

(

)など)，国連(

)主義を重視してきた。近年では国連の平和維持活動

(

)に自衛隊を派遣している。日本の安全保障は，(

)条約に基づくアメリカ

との同盟関係を基軸にしている。近隣諸国との間には解決すべき問題もある。(
は北方領土を，(

せんきょ

)は島根県の竹島を不法に占拠している。また，(

)
しょとう

)諸島は

日本の固有の領土であるにもかかわらず，近年，中国が領有権を主張して島の領海内
に巡視船による不法侵入をくり返している。(

ら

ち

)は日本人拉致事件を引き起こし，

現在も，核実験やミサイル発射など，問題の多い政策を採り続けている。
かくかくさん ぼ う し じょうやく

(3) 戦争や地域紛争を防ぐために，核拡散防止 条約 などの(
1997年には対人地雷全面禁止条約が締結された。
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)が進められている。

[文化の多様性の尊重]
[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 世界各地には，その地域の気候や歴史などに応じてさまざまな文化がある。これを文
化の何というか。
(2) (1)の反面，経済的な効率が重視されるようになった結果，世界の人々の価値観や生活
が似通ったものになる現象も見られる。これを文化の何というか。
(3) 世界各地の貴重な自然や文化遺産を( ① )遺産として登録し保護に取り組んでいる
のは国連の専門機関は( ② )である。
(4) 失われつつある文化もある。アフガニスタンでは，2001年に当時のイスラム政権によ
せきぶつ

はかい

って，(3)①の遺産に登録されていた石仏が破壊された。何という石仏か。
(5) 世界の人々が協力し合い，さまざまな国際問題を解決する上で重要なのは，異なる文
化を互いに理解し合うことである。これを何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)①

②

(4)

(5)

[解答](1) 文化の多様性 (2) 文化の画一化 (3)① 世界 ② UNESCO(国連教育科学文
化機関) (4) バーミアンの石仏 (5) 異文化理解

[日本の外交の現状と課題]
[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 第二次世界大戦後の日本の外交は，憲法9条の(

)主義と国際貢献を重視してきた。

(2) 世界の平和を確かなものにするために，国連の活動を支援する日本の立場を何主義と
いうか。
(3) 核兵器について，日本は「つくらず，もたず，もちこませず」という立場をとってい
る。この原則を何というか。
(4) 国際貢献については，発展途上国に対する援助を行ってきたが，これを何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

[解答](1) 平和 (2) 国連中心主義 (3) 非核三原則 (4) 政府開発援助(ODA)
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[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 第二次世界大戦後の日本外交の中心の一つはアメリカとの同盟であるが，日本がアメ
リカと結んでいる条約は何か。
(2) ①右図の A の島々を何というか。②A を占拠している国は
どこか。
(3) 日本固有の領土であるが，現在，韓国が占拠している島根県
に属する島の名を書け。
(4) 日本の固有の領土であるにもかかわらず，近年，中国が領有
権を主張して島の領海内に巡視船による不法侵入をくり返している諸島は何か。
ら

ち

(5) 日本人拉致事件を引き起こし，現在も，核実験やミサイル発射など，問題の多い政策
をとり続けている国はどこか。
[解答欄]
(1)

(2)①

②

(3)

(4)

(5)
たけしま

せんかく

[解答](1) 日米安全保障条約 (2)① 北方領土 ② ロシア連邦 (3) 竹島 (4) 尖閣諸島
(5) 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)
[世界平和のために]
[問題]
次の各問いに答えよ。
はかい

はいぜつ

(1) 戦争や地域紛争を防ぐために，大量破壊兵器の廃絶などを目標に進められている動き
を何というか。漢字2字で答えよ。
(2) 1968年に結ばれた，核兵器をもつ国がふえるのを防ぐための条約は何か。
じらい

(3) 戦争が終わった後も一般人に被害を与える地雷について，1997年にこれを禁止する条
約が結ばれた。何という条約か。
(4) 近年では，国だけでなく一人一人の人間に着目し，その生命や人権を大切にするとい
う「人間の(

)」という考え方が提唱されている。

[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)
ぐんしゅく

[解答](1) 軍縮

かくかくさん ぼ う し じょうやく

(2) 核拡散防止 条約

(3) 対人地雷全面禁止条約 (4) 安全保障
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