
各10点 
300点

小6 ♦国際連合と平和♦
上巻４回

氏名 得点

1 第一次世界大戦後の1920年に発足した国際
組織を（①）という。本部は（②）に置か
れた。

① ②

2 第二次世界大戦の終わりの（①）年に「国
際連合」が発足した。本部は（②）に置か
れた。

① ②

3 第二次大戦の終わりごろにアメリカの
（①）で、（②）という宣言が採択され
た。                                                 　
「私たちは一生のうちに二度までもひどい
不幸をもたらした戦争の苦しみから将来の
世代を救い、・・国際の平和および安全を
維持するために、私たちの力を合わせるこ
とを決定した」　　

①

②

4 国際連合の原加盟国は（①）か国だった
が、現在は（②）か国によって構成されてい
る。

① ②

5 国連の全加盟国が参加する「通常総会」は
毎年（①）月に開かれる。１国１票で議決
されるため、54か国と最も多い地域である
（②）の存在感が増している。

① ②

6 国際連合の最も重要な機関であり、世界の
平和と安全を守るための機関を（　）とい
う。

7 問6の「常任理事国」は（①）か国から成
り、任期２年の「非常任理事国」は（②）
か国から成る。

① ②

8 「常任理事国」でない国をすべて選べ。
【アメリカ、フランス、ロシア、ドイツ、　
中国、イタリア】

9 問6の「常任理事国」が持つ特権で、１か国
でも反対すれば決定できないという権限
を、漢字で答えよ。



10 国際連合の加盟国間のもめごとを解決する
「国際司法裁判所」が置かれているのは、
どこの国の何という都市か、答えよ。

11 現在の国連事務総長は何という人物か。

12 国際連合の中で、平和と安全以外の分野の
国際協力をおこない、多くの専門機関を設
置する機関は何か。

13 教育・科学・文化を通じて国どうしが協力
することを目的とし、世界遺産の決定など
を行う国際機関は何か。

14 発展途上国の児童への援助を目的とする国
際機関は何か。

15 世界の人々の健康増進を目的とし、病気に
ついての知識を広め、予防する機関は何
か。

16 ユネスコ憲章に当てはまる語句を書きなさ
い。「（①）は人の心の中に生まれるもの
であるから、人の心の中に平和の（②）を
築かなければならない」　　

① ②

17 先進国と発展途上国の間にある経済格差の
問題を何というか。

18 国際紛争が起った時に、紛争地域での兵力
引き離しや停戦監視、行政管理、選挙の実
施などを行うが、このような国連による活
動を（①）という。日本はこの活動に1992
年に初めて参加したが、その派遣先の国は
（②）であった。

①

②

19 政治・経済などあらゆる分野で女性差別を
なくすために、1979年に国連総会で（　）
条約が採択された。日本はこれに基づいて
男女雇用機会均等法を制定した。

20 1989年に国連総会で、世界中の子どもたち
の教育や生存発達のための権利を定めた   
（ 　）条約が採択された。



21 戦争などの理由から、祖国を離れなければ
いけなくなった人々を（　）といい、国連
（　）高等弁務官として緒方貞子さんが活
躍した。✳同じ語句が入る。

22 日本の青年男女が、発展途上国で暮らしな
がら教育・産業・科学・文化などの発展に
貢献する活動を何というか。

23 先進国政府による発展途上国への経済援助
を何というか。

24 国際赤十字を提案したのはスイスの（①）
であり、近代オリンピックを提案したのは
フランスの（②）である。

① ②

25 政府と区別される、国際的な民間の活動を
行う数多くの組織を何というか。

26 日本は1971年に「核兵器を持たず、作ら
ず、持ち込ませず」という（　）を国会で
決議した。

27 1954年に焼津港のマグロ漁船である（　）
が、アメリカの水爆実験の「死の灰」を浴
びた。

28 核兵器を持っている国が、持っていない国に
ゆずることを禁止し、また持っていない国
は核開発を禁止する条約を（　）という。

29 問28の条約が守られているかどうか、各国
の原子力施設を監視する機関が（　）であ
る。

30 2017年に核兵器の全面廃止を目的とした　
（　）が採択された。現状の核保有国や、
「核の傘」で守られている日本などは参加
していない。



各10点 
300点

小6 ♦国際連合と平和♦
上巻４回

氏名 満点　とれ太 得点

1 第一次世界大戦後の1920年に発足した国際
組織を（①）という。本部は（②）に置か
れた。

①国際連盟
②ジュネーブ
（スイス）

2 第二次世界大戦の終わりの（①）年に「国
際連合」が発足した。本部は（②）に置か
れた。

①１９４５ ②ニューヨーク
（アメリカ）

3 第二次大戦の終わりごろにアメリカの
（①）で、（②）という宣言が採択され
た。                                                 　
「私たちは一生のうちに二度までもひどい
不幸をもたらした戦争の苦しみから将来の
世代を救い、・・国際の平和および安全を
維持するために、私たちの力を合わせるこ
とを決定した」　　

①サンフランシスコ

②国際連合憲章

4 国際連合の原加盟国は（①）か国だった
が、現在は（②）か国によって構成されてい
る。

①５１ ②１９３

5 国連の全加盟国が参加する「通常総会」は
毎年（①）月に開かれる。１国１票で議決
されるため、54か国と最も多い地域である
（②）の存在感が増している。

①９ ②アフリカ

6 国際連合の最も重要な機関であり、世界の
平和と安全を守るための機関を（　）とい
う。

安全保障理事会

7 問6の「常任理事国」は（①）か国から成
り、任期２年の「非常任理事国」は（②）
か国から成る。

①５ ②１０

8 「常任理事国」でない国をすべて選べ。
【アメリカ、フランス、ロシア、ドイツ、　
中国、イタリア】

ドイツ、イタリア

9 問6の「常任理事国」が持つ特権で、１か国
でも反対すれば決定できないという権限
を、漢字で答えよ。

拒否権



10 国際連合の加盟国間のもめごとを解決する
「国際司法裁判所」が置かれているのは、
どこの国の何という都市か、答えよ。

オランダのハーグ

11 現在の国連事務総長は何という人物か。
グテーレス（ポルトガル人）

12 国際連合の中で、平和と安全以外の分野の
国際協力をおこない、多くの専門機関を設
置する機関は何か。

経済社会理事会

13 教育・科学・文化を通じて国どうしが協力
することを目的とし、世界遺産の決定など
を行う国際機関は何か。

国連教育科学文化機関　　
（ユネスコ）

14 発展途上国の児童への援助を目的とする国
際機関は何か。 国連児童基金（ユニセフ）

15 世界の人々の健康増進を目的とし、病気に
ついての知識を広め、予防する機関は何
か。

世界保健機関（WHO）

16 ユネスコ憲章に当てはまる語句を書きなさ
い。「（①）は人の心の中に生まれるもの
であるから、人の心の中に平和の（②）を
築かなければならない」　　

①戦争 ②とりで

17 先進国と発展途上国の間にある経済格差の
問題を何というか。 南北問題

18 国際紛争が起った時に、紛争地域での兵力
引き離しや停戦監視、行政管理、選挙の実
施などを行うが、このような国連による活
動を（①）という。日本はこの活動に1992
年に初めて参加したが、その派遣先の国は
（②）であった。

①国連平和維持活動（PKO）

②カンボジア

19 政治・経済などあらゆる分野で女性差別を
なくすために、1979年に国連総会で（　）
条約が採択された。日本はこれに基づいて
男女雇用機会均等法を制定した。

女子差別撤廃

20 1989年に国連総会で、世界中の子どもたち
の教育や生存発達のための権利を定めた   
（ 　）条約が採択された。

子どもの権利



21 戦争などの理由から、祖国を離れなければ
いけなくなった人々を（　）といい、国連
（　）高等弁務官として緒方貞子さんが活
躍した。✳同じ語句が入る。

難民

22 日本の青年男女が、発展途上国で暮らしな
がら教育・産業・科学・文化などの発展に
貢献する活動を何というか。

青年海外協力隊

23 先進国政府による発展途上国への経済援助
を何というか。 政府開発援助（ODA）

24 国際赤十字を提案したのはスイスの（①）
であり、近代オリンピックを提案したのは
フランスの（②）である。

①アンリ＝デュナン ②クーベルタン

25 政府と区別される、国際的な民間の活動を
行う数多くの組織を何というか。 非政府組織（NGO）

26 日本は1971年に「核兵器を持たず、作ら
ず、持ち込ませず」という（　）を国会で
決議した。

非核三原則

27 1954年に焼津港のマグロ漁船である（　）
が、アメリカの水爆実験の「死の灰」を浴
びた。

第五福竜丸

28 核兵器を持っている国が、持っていない国に
ゆずることを禁止し、また持っていない国
は核開発を禁止する条約を（　）という。

核拡散防止条約(NPT）

29 問28の条約が守られているかどうか、各国
の原子力施設を監視する機関が（　）であ
る。

国際原子力機関(IAEA）

30 2017年に核兵器の全面廃止を目的とした　
（　）が採択された。現状の核保有国や、
「核の傘」で守られている日本などは参加
していない。

核兵器禁止条約


