
1 商業には、生産者から製品を仕入れる（①）業
と、実際に消費者に販売するコンビニやスーパ
ーなど（②）業がある。

① ②

2 生産者と消費者をむすびつける、運送業や商業
などのはたらきを何というか。

3 お金の果たす役割で正しいものをすべて選べ。
ア.価値の基準　イ.価値を貯蔵　ウ.商品の生産
エ.交換の手段

4 買い手が買おうとする量を（①）量といい、売
り手が売ろうとする量を（②）量という。
（①）が（②）より多い時は商品の価格は
（③）がり、（①）が（②）より少ない時は商
品の価格は（④）がる。

① ②

③ ④

5  電気・ガス・水道・鉄道など国民の生活に与え
る影響が大きいものの価格は、国や地方公共団
体によって決定されるが、これを何というか。

6 お金の貸し借りの仲立ちをしている、銀行や保
健会社などを何というか。

7 銀行が預金者に支払う利子と、企業などの貸し
付け先から銀行が受け取る利子は、ふつうどち
らが高くなっているか。

8 紙幣や硬貨といった現金を使わずに、電子マネ
ーやQRコードを表示させる方法などのデータの
やりとりで支払うことを（　）という。

9 日本銀行は国の銀行の中心の銀行であるが、こ
ういう銀行を何というか。

10 貨幣のうち、紙幣を発行するのは（①）であ
り、補助貨幣（＝コイン）を発行するのは
（②）である。

① ②

11 日本銀行が取り引きする相手を、次の中からす
べて選べ。　　　　　　　　　　　　　　　
（個人、政府、一般の企業、一般の銀行）

各10点 
300点

小６ ♦現代の日本と世界♦
小６上巻１７回

氏名 得点



12 一つの国の中で、１年間に新たに生産された物
やサービスの総額を（　）という。これには国
内にいる外国人による生産価値も含まれる。

13 賃金も上がるが、同時に物価も上がり続け、結
果として貨幣の価値が下がることを何という
か。

14 不景気で物が売れず、仕方なく価格を下げること
により、どんどん不景気の悪循環になる状態を
何というか。

15 1980年代中頃から、地価や株式が実際の価値を
こえて大きく上がり、（　）と呼ばれる好景気
になったが、90年代に入ると地価も株も下降
し、不景気になった。

16 日本企業は長い間「終身雇用」「年功序列」で
発展し続けてきたが、長い不景気により経営が
厳しくなるとパートタイマーなどの（　）
雇用を増やした。
こよう

17 第二次大戦後にアメリカを中心とする（①）主
義国とソ連を中心とする（②）主義国がきびし
く対立した。この対立を「冷戦」（冷たい戦
争）」という。

① ②

18 冷戦のさなか、1949年にアメリカと西ヨーロッ
パの国々の間で設けられた軍事同盟を何という
か。

19 1962年、アメリカとソ連が、ある国でミサイル
基地建設をめぐり対立し、核戦争寸前の状態に
おちいったことがあったが、この事件を何とい
うか。

20 アメリカとソ連の対立により分断された国の中
で、首都が（①）によって分断されていた（②）
という国は1990年に統一された。

① ②

21 ユダヤ教徒の多いイスラエルと、イスラム教徒の
多いパレスチナ人や周辺アラブ諸国による四度
にわたる戦争を（　）という。

22 1955年に有色人種（白人でない人種）の国々に
よる初の国際会議である（①）会議が、インド
ネシアの（②）で開催された。

① ②

23 1960年に（　）大陸で17か国が独立を果たし
た。そのため、この年は「（　）の年」とよば
れた。（　）内にあてはまる共通の語句を答え
よ。

24 ヒンドゥー教徒の多い（①）と、イスラム教徒
の多い（②）は領土をめぐり対立している。両
国とも核兵器を保有していることで知られる。

① ②



25 クウェートに侵攻したイラクを、1991年にアメ
リカを中心とする多国籍軍が攻撃した戦争の名
を答えよ。

26 アメリカのニューヨークなどで乗っ取られた航
空機が高層ビルなどに激突させられるアメリカ
同時多発テロが起きた年月日を答えよ。

27 問26の事件を起こしたテロ組織（ウサマ＝ビン
ラディンやアルカイーダ）をかくまっているとし
て、アメリカやイギリスなどが攻撃を加えた国
はどこか。

28 2003年に「大量破壊兵器」を保有している疑い
からアメリカとイギリスがある国を攻撃して始
まった戦争を何というか。

29 1948年にユダヤ人たちが、アラブ人たちをパレ
スチナから排除して建国した国は何というか。

30 イスラム教の教えで許されることやものを
（　）という。例えばぶた肉を食べたり、酒を
飲んだりすることは禁じられている。



1 商業には、生産者から製品を仕入れる（①）業
と、実際に消費者に販売するコンビニやスーパ
ーなど（②）業がある。 ①卸売

おろしうり ②小売

2 生産者と消費者をむすびつける、運送業や商業
などのはたらきを何というか。 流通

3 お金の果たす役割で正しいものをすべて選べ。
ア.価値の基準　イ.価値を貯蔵　ウ.商品の生産
エ.交換の手段

ア、イ、エ

4 買い手が買おうとする量を（①）量といい、売
り手が売ろうとする量を（②）量という。
（①）が（②）より多い時は商品の価格は
（③）がり、（①）が（②）より少ない時は商
品の価格は（④）がる。

①需要
じゅよう

② 供給
きょうきゅう

③上（がり） ④下（がる）

5  電気・ガス・水道・鉄道など国民の生活に与え
る影響が大きいものの価格は、国や地方公共団
体によって決定されるが、これを何というか。

公共料金

6 お金の貸し借りの仲立ちをしている、銀行や保
健会社などを何というか。 金融機関

きんゆうき か ん

7 銀行が預金者に支払う利子と、企業などの貸し
付け先から銀行が受け取る利子は、ふつうどち
らが高くなっているか。

企業から銀行が受け取る利子

8 紙幣や硬貨といった現金を使わずに、電子マネ
ーやQRコードを表示させる方法などのデータの
やりとりで支払うことを（　）という。 キャッシュレス決済

けっさい

9 日本銀行は国の銀行の中心の銀行であるが、こ
ういう銀行を何というか。 中央銀行

10 貨幣のうち、紙幣を発行するのは（①）であ
り、補助貨幣（＝コイン）を発行するのは
（②）である。

①日本銀行 ②政府

11 日本銀行が取り引きする相手を、次の中からす
べて選べ。　　　　　　　　　　　　　　　
（個人、政府、一般の企業、一般の銀行）

一般の銀行 政府

各10点 
300点

小６ ♦現代の日本と世界♦
小６上巻１７回

氏名 満点とれ太 得点



12 一つの国の中で、１年間に新たに生産された物
やサービスの総額を（　）という。これには国
内にいる外国人による生産価値も含まれる。

GDP（国内総生産）

13 賃金も上がるが、同時に物価も上がり続け、結
果として貨幣の価値が下がることを何という
か。

インフレーション

14 不景気で物が売れず、仕方なく価格を下げること
により、どんどん不景気の悪循環になる状態を
何というか。

デフレーション

15 1980年代中頃から、地価や株式が実際の価値を
こえて大きく上がり、（　）と呼ばれる好景気
になったが、90年代に入ると地価も株も下降
し、不景気になった。

バブル景気

16 日本企業は長い間「終身雇用」「年功序列」で
発展し続けてきたが、長い不景気により経営が
厳しくなるとパートタイマーなどの（　）
雇用を増やした。
こよう

非正規
ひ せい き

17 第二次大戦後にアメリカを中心とする（①）主
義国とソ連を中心とする（②）主義国がきびし
く対立した。この対立を「冷戦」（冷たい戦
争）」という。

①資本 ②社会

18 冷戦のさなか、1949年にアメリカと西ヨーロッ
パの国々の間で設けられた軍事同盟を何という
か。

北大西洋条約機構（NATO）

19 1962年、アメリカとソ連が、ある国でミサイル
基地建設をめぐり対立し、核戦争寸前の状態に
おちいったことがあったが、この事件を何とい
うか。

キューバ危機

20 アメリカとソ連の対立により分断された国の中
で、首都が（①）によって分断されていた（②）
という国は1990年に統一された。

①ベルリンの壁 ②ドイツ

21 ユダヤ教徒の多いイスラエルと、イスラム教徒の
多いパレスチナ人や周辺アラブ諸国による四度
にわたる戦争を（　）という。

中東戦争

22 1955年に有色人種（白人でない人種）の国々に
よる初の国際会議である（①）会議が、インド
ネシアの（②）で開催された。

①アジア・アフリカ ②バンドン

23 1960年に（　）大陸で17か国が独立を果たし
た。そのため、この年は「（　）の年」とよば
れた。（　）内にあてはまる共通の語句を答え
よ。

アフリカ

24 ヒンドゥー教徒の多い（①）と、イスラム教徒
の多い（②）は領土をめぐり対立している。両
国とも核兵器を保有していることで知られる。

①インド ②パキスタン



25 クウェートに侵攻したイラクを、1991年にアメ
リカを中心とする多国籍軍が攻撃した戦争の名
を答えよ。 湾岸戦争

わんがんせんそう

26 アメリカのニューヨークなどで乗っ取られた航
空機が高層ビルなどに激突させられるアメリカ
同時多発テロが起きた年月日を答えよ。

2001/09/11

27 問26の事件を起こしたテロ組織（ウサマ＝ビン
ラディンやアルカイーダ）をかくまっているとし
て、アメリカやイギリスなどが攻撃を加えた国
はどこか。

アフガニスタン

28 2003年に「大量破壊兵器」を保有している疑い
からアメリカとイギリスがある国を攻撃して始
まった戦争を何というか。

イラク戦争

29 1948年にユダヤ人たちが、アラブ人たちをパレ
スチナから排除して建国した国は何というか。 イスラエル

30 イスラム教の教えで許されることやものを
（　）という。例えばぶた肉を食べたり、酒を
飲んだりすることは禁じられている。

ハラール


