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[要点] 

(1) 1945年にサンフランシスコに51か国が集まり，国際
こくさい

連合
れんごう

憲章
けんしょう

を採択
さいたく

し，国際連

合が成立した。その本部はニューヨークに置かれている。総会
そうかい

では，各国1票の

投票権をもち，多数決
た す う け つ

制をとっている。国際法についての紛争を裁くのは国際司

法裁判所，非自治地域などの自立や安全をはかるのは信託統治理事会である。事

務局の長は事務総長である。 

(2) 平和と安全の維持にあたっているのは安全
あんぜん

保障
ほしょう

理事会
り じ か い

で，アメリカ,イギリス,フ
ランス,ロシア連邦,中国の5か国が常任

じょうにん

理事
り じ

国
こく

で，非常任理事国は10か国である。

常任理事国のうち1か国でも反対すれば議決
ぎ け つ

されない。これを拒否権
き ょ ひ け ん

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。 
(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(ユネスコ) 

(UNESCO) (教育・科学・文化を通じて，各国間の相互理解や協力を推進)，国際

労働機関(ILO)(労働者の地位向上)，世界保健機関(WHO)(保健に関する国際協力)
がある。そのほか，国連児童基金(ユニセフ)(UNICEF)(発展途上国の子どものた

めに医療や食料などを援助)，国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)(1991年から

2000年まで緒方貞子さんが最高責任者をつとめた)がある。 
 
[要点確認] 

(1) 1945年に(   )に(   )か国が集まり，(   )を採択
さいたく

し，国際連合が成立し

た。その本部は(   )に置かれている。(   )会では，各国1票の投票権をも

ち，多数決
た す う け つ

制をとっている。国際法についての紛争を裁くのは(   )裁判所，

非自治地域などの自立や安全をはかるのは(   )理事会である。事務局の長は

(   )である。 
(2) 平和と安全の維持にあたっているのは(   )理事会で，アメリカ,イギリス,フラ

ンス,ロシア連邦,中国の5か国が(   )国で，(   )国は10か国である。常任

理事国のうち1か国でも反対すれば議決
ぎ け つ

されない。これを(   )権という。

(   )(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，(   )(教育・科学・文化を通じて，各国

間の相互理解や協力を推進)，(   )(労働者の地位向上)，(   )(保健に関す

る国際協力)がある。そのほか，(   )(発展途上国の子どものために医療や食料

などを援助)，(   )(1991年から2000年まで緒方貞子さんが最高責任者をつと

めた)がある。 
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[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 国家間の争いを解決することを目的として第一次世界大戦後の1920年に設けら

れた国際機関は何か。 
(2) 第二次世界大戦後，国際平和を維持するために組織されたものは何か。 
(3) (A   )年，(B   )会議が開かれ，(C   )が採択された。こうして国際連合

が設立された。 
(4) 国際連合の本部のある都市はどこか。 
(5) 国際連合の発足時の加盟国は何か国か。 
(6) 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。 
(7) 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。 

(8) 国際連合の加盟国の推移
す い い

を調べたら，1991年から3年間に25か国が新たに加盟し

ていた。これは何という国が解体したためか。 
(9) 永世中立国の立場から国際協調重視へと方針を転換し，2002年9月，国際連合に

新しく加盟した国の名前を答えよ。 

[解答](1) 国際連盟
こくさいれんめい

 (2) 国際連合
こくさいれんごう

 (3)A 1945 B サンフランシスコ C 国際連合

憲章
けんしょう

 (4) ニューヨーク (5) 51か国 (6) アジア (7) アフリカ (8) ソ連 (9) ス
イス 
 
[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。 

(3) (2)の常任理事国
じょうにんりじこく

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) ①軽装備の少数の軍隊を紛争
ふんそう

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
か ん し

活動を続けることを何というか。②また，その軍隊を何というか。 
(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](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

，

中国 (4) 拒否権
き ょ ひけ ん

 (5)① PKO(平和維持活動) ② PKF(平和維持軍) (6) 集団安全保障
しゅうだんあんぜんほしょう

 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 国際連合の6つの主要機関をあげよ。 
(2) 安全保障理事会は5か国の(A  )と10か国の(B  )とで構成されている。 
(3) 事務局の長を何というか。 
(4) ILOやUNESCOなどを含む理事会は何か。 
(5) 条約の解釈や国際法についての紛争を裁く裁判所は何か。 
(6) (5)は何という国の何という都市に置かれているか。 

[解答](1) 総会
そうかい

，安全保障理事会
あんぜんほしょうりじかい

，経済社会理事会，国際司法裁判所
こくさいしほうさいばんしょ

，信託統治
しんたくとうち

理事会，事

務局 (2)A 常任理事国 B 非常任理事国 (3) 事務総長 (4) 経済社会理事会 (5) 国際

司法裁判所 (6) オランダのハーグ 
 
 
[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) 労働者の地位向上と労働条件の改善をめざす専門機関は何か。 
(3) 保健に関する国際協力をおこなう機関は何か。 
[解答](1) 国連教育科学文化機関(ユネスコ)(UNESCO) (2) 国際労働機関(ILO) (3) 世
界保健機関(WHO) 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 国際労働機関(ILO)，ユネスコ(UNESCO)，世界保健機関(WHO)などをまとめて

何というか。 
(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) 武力紛争や政治的迫害などが原因で難民となった人々を保護・救援するために設立さ

れた機関は何か。 
(4) 国際通貨制度を整え，貿易を促進する目的でつくられた国際機構の名を答えよ。 
(5) 貿易促進を主たる目的として作られた機関は何か。 
(6) 南北問題の解決のために設けられた機関は何か。 
(7) 文化財や貴重な自然を守るため，1972年に，ユネスコ総会で採択された条約を何

というか。 
[解答](1) 専門機関 (2) 国連児童基金(ユニセフ)(UNICEF) (3) 国連難民高等弁務官事

務所(UNHCR) (4) 国際通貨基金(IMF) (5) 世界貿易機関(WTO) (6) 国際貿易開発会

議(UNCTAD) (7) 世界遺産条約 
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