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，３８度線 ハングル文字 ３８度線 面積３位・人口１位 ﾊﾞﾅﾅ５位，ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ２位 米３位，天然ゴム２位 米６位，天然ゴム１位 天然ゴム４位，すず７位世界国別 ハングル文字

ﾌﾟﾗﾝﾃｰｼｮﾝＮＩＥＳ，ソウル 石炭１１位，ﾋﾟｮﾝﾔﾝ 社会主義国，経済特区 マニラ麻，ココヤシ コーヒー４位，すず１位 すず，仏教国 やし油１位

造船１位（２位は日本） 社会主義国 拉致問題 石炭,ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ,すず,米, 半導体,火山帯 原油,天然ガス 漁獲5位 石油,ＩＣ,家電製品キーワード 米輸出世界最大

盧武鉉(ﾉﾑﾋｮﾝ)大統領 朝鮮戦争 金正日 豚, ,小麦,絹…1位 金，銅 ，人口４位 華僑，ASEAN ｲﾝﾃﾞｨｶ米 日本の木材輸入４位国じゃがいも イスラム教

ﾙｯｸｲｰｽﾄ1910年韓国併合 1910年韓国併合 ,綿花,茶…2位,鉄 ﾏｾﾞﾗﾝ→旧ｽﾍﾟｲﾝ→ｱﾒﾘｶ領 ｼﾞｬﾜ島の棚田,焼畑農業 ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ１位 熱帯雨林気候,とうもろこし

渡来人，朝鮮戦争 渡来人 食糧危機 鉱石3位，原油5位 ASEAN(東南ｱｼﾞｱ諸国連合 華僑， ﾁｬｵﾌﾟﾗﾔ川・マレー半島 旧ｲｷﾞﾘｽ領，ASEAN氏名（ ） 旧オランダ領

高句麗～三国～新羅～ 高句麗～三国～新羅～ 生産責任制，自由市場 日本への出稼ぎ OPEC，ﾌﾟﾗﾝﾃｰｼｮﾝ，ASEAN ﾌﾟﾗﾝﾃｰｼｮﾝ 山田長政 (ﾍﾞﾄﾅﾑなどはﾌﾗﾝｽ領)

０４／０５版 高麗～李氏朝鮮～ 高麗～李氏朝鮮～ 郷鎮企業 漢族 漁獲１位 ｷﾘｽﾄ教 米軍基地 日本の原油輸入４位国 植民地にならず マレー半島 焼畑農業

石油精製，造船，電子 インダス川， 旧ﾍﾟﾙｼｱ帝国 ユダヤ人祖国回復運動 フセイン元大統領 アルプス，チロル地方ヒンズー教，カースト制 ｲﾝﾀﾞｽ文明 原油１位

茶１位(ｱｯｻﾑ地方)米２位 (ﾓﾍﾝｼﾞｮ=ﾀﾞﾛ,ﾊﾗｯﾊﾟ) イスラム教ｼｰｱ派 （ｼｵﾆｽﾞﾑ) ユダヤ教 原油，ｲｽﾗﾑ教(ｺｰﾗﾝ) 原油輸出量・埋蔵量１位 ドナウ川華僑

NIES 中東戦争，ﾊﾟﾚｽﾁﾅ自治区 メソポタミア文明 永世中立国-新興工業経済地域 砂糖２位，牛１位 イスラム教,人口７位 ｲｽﾗﾑ原理主義 日本の原油輸入量１位

中継貿易 綿花３位(ﾃﾞｶﾝ高原) 綿花４位 原油４位 輸出２位 聖地エルサレム，十字軍 アラビア半島 遊牧民 ウィーンに国際原子力機ﾁｸﾞﾘｽ･ﾕｰﾌﾗﾃｽ川

熱帯雨林気候(ｽｺｰﾙ) 小麦２位 バナナ１位 小麦(ﾊﾟﾝｼﾞｬﾌﾞ地方)９ OPEC,天然ｶﾞｽ埋蔵２位 地中海東岸 ＯＰＥＣ 原油輸出５位 ＯＰＥＣ 関（ＩＡＥＡ）本部

ASEAN 石炭３位，鉄鉱石５位 位 日本の輸入2位 キブツ(集団農場)ｵﾚﾝｼﾞ 原油埋蔵量２位 イスラム教聖地 モーツアルトメッカ

すぐ南に赤道が通る ジュート(黄麻) 旧ｲｷﾞﾘｽ領インド （地下水道） ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ加工 なつめやし 砂漠気候，ｵｱｼｽ， 黒鉛１位カナート

面積＝東京23区 人口２位 カレー 核実験 ｲﾝﾄﾞと争い じゅうたん ｽﾃｯﾌﾟ気候 米軍侵攻・自衛隊派遣 カナート（地下水路） ＥＵ

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ１位 ｳﾗﾝ２位

，古代文明 日本の裏側 細長い国 昔白豪政策，ｱﾎﾞﾘｼﾞﾆｰ ｱﾊﾟﾙﾄﾍｲﾄ(人種隔離政策) ギニア湾，ﾆｼﾞｪｰﾙ川 (氷河による) ｽｶﾝﾃﾞｨﾅﾋﾞｱ半島ナイル川 フィヨルド

ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ ラプラタ川 最高水準の福祉国家，ｽﾌｨﾝｸｽ ，パンパ リアス式海岸 鉄鉱石（西部）２位 廃止,ﾏﾝﾃﾞﾗ元大統領, 原油10位(ｱﾌﾘｶ最大) ｽｶﾝﾃﾞｨﾅﾋﾞｱ半島,ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

綿花(モノカルチャー) 大豆４位，小麦，ﾄｳﾓﾛｺｼ ｲｰｽﾀｰ島ｰﾓｱｲ像， 石炭(東部)４位,鉛1位 喜望峰ｰﾊﾞｽｺ=ﾀﾞ=ｶﾞﾏ カカオ,らっかせい ノーベル平和賞 パルプ５位

デルタ（三角州） 肉牛，ワイン 漁獲量６位 ﾎﾞｰｷｻｲﾄ(ｱﾙﾐの原料)１位 ，ウラン ＯＰＥＣ 原油７位 輸出３位 鉄鉱石10位（キルナ）銅１位 金１位

スエズ運河 イスラム教 混合農業，輪作 鉄鉱石 羊毛１位，肉牛，小麦， ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ５位 (９位) （ ） ノーベル賞ｱﾌﾘｶで人口最多 北海油田

さばく気候 タンゴ APEC加盟 石炭５位 焼畑農業,ﾌﾟﾗﾝﾃｰｼｮﾝ 漁業,商業捕鯨 EU日本の鉄鉱石・石炭輸入

ワジ（水無し川） 対英ﾌｫｰｸﾗﾝﾄﾞ紛争 漁業専管水域を200海里 ｹｰﾌﾟﾀｳﾝ:ﾏｸﾞﾛ漁業基地 大口町フレンドシップ 商船 白夜第１位相手国

なつめやし１位 旧ｽﾍﾟｲﾝ領 と主張 大鑽井盆地掘り抜き井戸 ｱﾌﾘｶ唯一の工業国 北大西洋海流(暖流)

西岸海洋性気候( 干拓地（ ） ﾌﾞﾘｭｯｾﾙに ，Ｎ ﾗｲﾝ川,ﾅﾁｽ,ﾍﾞﾙﾘﾝの壁 大麦5位,小麦4位,ﾄｳﾓﾛｺｼ アルプス ，地中海性気候 エーゲ海，バルカン半島北大西 ポルダー ＥＵ本部 ﾛｰﾏ帝国

による) 北大西洋海流＋偏西風 ＡＴＯ（北大西洋条約 ワイン１位，ぶどう２位 ﾊﾞﾀｰ,ﾁｰｽﾞ… (夏乾燥･冬多雨) (ﾎﾟﾘｽ,ﾊﾟﾙﾃﾉﾝ神洋海流と偏西風 ルール工業地帯 移牧 古代文明

エリザベス女王 ＥＵ チューリップ,ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 機構）本部 自動車3位，機械，鉄鋼 鉄鉱石，ﾎﾞｰｷｻｲﾄ ﾘﾝｺﾞ 永世中立国,ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ ﾌｧｼｽﾄ党ﾑｯｿﾘｰﾆ， 殿)ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ発祥 観光ﾙﾈｻﾝｽ

石炭12位，ﾕｰﾛﾄﾝﾈﾙ (ﾊﾞﾀｰ,ﾁｰｽﾞ) ﾍﾞﾈﾙｯｸｽ３国，ＥＵ 大麦３位，じゃがいも 鉄鋼（ﾛﾚｰﾇ）,ｼﾗｸ大統領 （時計） 地中海式農業（ｵﾘｰﾌﾞ,ｵﾚ 地中海式農業(小麦，ﾀﾊﾞ酪農 精密機械工業

原油９位（北海油田） ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ…ユーロポート 鉄鋼，機械 混合農業,ビール 自動車,TGV,市民革命 銀行 ﾝｼﾞ,小麦,ｺﾙｸがし） ｺ,ﾌﾞﾄﾞｳ,ｵﾘｰﾌﾞ)夏乾燥

最初の産業革命，世界の 西岸海洋性気候 西岸海洋性気候 ＥＵ 石炭11位 航空宇宙産業,ﾌｧｯｼｮﾝ 国際赤十字，ILO国際労 ワイン３位，ぶどう１位 大理石

工場(18C中頃) ベネルクス３国，ＥＵ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ加工 マルク ﾜｲﾏｰﾙ憲法 ， 働機関，ＷＨＯ世界保健 鉄鋼，自動車，ﾌｧｯｼｮﾝ 海底油田混合農業 ＥＵの穀倉

,9時間の時差 風車,ｺﾞｯﾎ,天然ｶﾞｽ４位 ﾊﾞｯﾊ,ﾍﾞｰﾄｰﾍﾞﾝ,ﾌﾞﾗｰﾑｽ 原子力発電2位 ﾅﾎﾟﾚｵﾝ 機関，ＷＴＯの本部 ＥＵ,マフィア,セリエＡ ＥＵ本初子午線



５大湖，ロッキー山脈

，ﾋﾟﾚﾈｰ山脈 面積最大，人口７位 羊毛３位，食肉(羊・牛) 面積２位，石油埋蔵２位 とうもろこし，大豆１位 マヤ文明(4C),ｻﾎﾞﾃﾝ カリブ海，サバナ気候 マラカイボ湖ｲﾍﾞﾘｱ半島

オリーブ１位，ｵﾚﾝｼﾞ4位 大麦，天然ガス１位, 牧羊,北島,南島,火山 パルプ２位，ウラン１位 綿花,石炭２位,小麦3位 アステカ文明(14C) 社会主義国 ｶｽﾄﾛ議長 石油輸出国機構( )じゃが OPEC

地中海性気候 ,原油2位，鉄鉱石5位 西岸海洋性気候 亜鉛１位，ニッケル２位 原油,金２位，銅,銀３位 とうもろこし,ｺｰﾋｰ５位 さとうきび3位 単一生産 原油，原油埋蔵７位いも

鉄鉱石（ﾋﾞﾙﾊﾞｵ） 小麦4位,石炭･銅６位, 環太平洋造山帯 イヌイット,イグルー 日本の貿易相手国第１位 ，人口11位, ( ) 鉄鉱石11位銀１位 モノカルチャー

新大陸発見 ｵｰﾙﾌﾞﾗｯｸｽ(ﾗｸﾞﾋﾞｰ) 英連邦の１つ NAFTA 日本の綿花，小麦，木材 原油６位,ﾒｽﾁｿ(混血) ニッケル埋蔵量２位 砂糖，ｺｰﾋｰ冷帯気候（タイガ）

闘牛 ワイン２位 安全保障理事会常任理事 ･ 天然ガス３位,大麦２位 輸入１位国，ﾋｽﾊﾟﾆｯｸ ＮＩＥＳ ｲﾝﾃﾞｨｵ ｺﾛﾝﾌﾞｽ来航 旧ｽﾍﾟｲﾝ領世界最初の婦人参政権

ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｻﾞﾋﾞｴﾙ 国(拒否権) 無償義務教育制度 日本の石炭・小麦・木材 ，企業的大農場 ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞと共に ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ,野球 ｺﾛﾝﾌﾞｽ上陸適地適作 NAFTA

ＥＵ 旧ソビエト連邦ﾍﾟﾚｽﾄﾛｲｶ 行政改革・民営化の手本 輸入２位国 ｻﾝﾍﾞﾙﾄ, ﾌﾞｯｼｭ 結成 スペイン語 スペイン語ﾂﾝﾄﾞﾗ地帯 ﾒｶﾞﾛﾎﾟﾘｽ

ヨーロッパ連合 国民総生産

石油輸出国機構 ヨーロッパ共同体(Ｅ 新興工業経済地域 北大西洋条約機構コーヒー３位 単一生産 面積５位， 一国で１年間に生産したアンデス山脈 アマゾン川

金，銀 インカ帝国 ﾎﾟﾝﾁｮ 熱帯雨林( ),ﾌｧｾﾞﾝﾀﾞ 石油輸出国の石油政策 が発展したもので 生産物とｻｰﾋﾞｽの総額か 1970年代になって急速 アメリカ合衆国と西ヨｾﾙﾊﾞ Ｃ) 欧

赤道直下 フジモリ元大統領 ｺｰﾋｰ１位，砂糖1位 を調整し,産油国の利益 ともいう。共通の ら,原材料などの中間生 に工業化をとげた国々の ーロッパ諸国との地域的州連合

(混血) メスチソ，インディオ 綿花７位，ｵﾚﾝｼﾞ１位 を守るために設立された 通貨の発効,外交・安全 産物を差し引いたもの。 こと アジアの韓国・香 な集団安全保障機構。19メスチソ

スペイン語 漁獲量２位 バナナ，大豆,牛２位 国際機構。加盟国は１２ 保障政策をもった政治統 この国内分が 港・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・台湾,中 49年に成立。本部はﾍﾞﾙ国内総生産

コロンブスの名前に由来 銀２位,銅5位,すず３位 鉄鉱石１位， カ国。 合へ踏み出した。加盟国 であり,減価償 南米のﾒｷｼｺ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・ｱﾙ ｷﾞｰのﾌﾞﾘｭｯｾﾙ。ソ連のﾜﾙ(ＧＤＰ)

漁業専管水域を200海里 ＮＩＥＳ 旧ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ領 総数は15カ国。本部はﾍﾞ 却費を差し引いたものが ｾﾞﾝﾁﾝ,ヨーロッパのﾎﾟﾙﾄ ｼｬﾜ条約機構に対抗して

麻薬栽培 と主張 日本の鉄鉱石輸入２位国 ﾙｷﾞｰのﾌﾞﾘｭｯｾﾙ。 ｶﾞﾙ,ｷﾞﾘｼｱなどをいう。 軍隊をおいた。国民総所得(ＧＮＩ）

世界貿易機関 国連平和維持活動 国際非政府組織 経済協力開発機構

国際労働機関 国連教育科学文化機関 非営利組織 政府開発援助1995年,それまでの 国連安保理の決議によ 市民の海外協力団体。 先進諸国が世界的な立

「 り,地域紛争の広がりを 労働条件の改善を目的 教育・科学・文化・情 人権,環境,平和など地球 場から,国際経済全般に 医療や福祉などのボラ 先進国の政府が,発展関税および貿易に関す

防いだり,公正な選挙の として設立された国連の 報面での国家間の相互協 的規模のいろいろな問題 ついて協議するための機 ンティア活動や市民運動 途上国に対して行う経済る一般協定」(ＧＡＴＴ)

に代わって発足した国連 ために監視したりする活 専門機関の一つ。各国の 力を推進し,世界の平和 について各国の組織が協 関。加盟国の経済発展, を行っている民間団体。 援助のこと。贈与・借款

の専門機関協定だったGA 動。自営のための武器を 労働者の権利を守り,社 と安全を確立していこう 力して国際的な活動を展 自由貿易の拡大,発展途 利益を目的とせず,民間 ・技術援助(しゃっかん)

TTに代わり専門機関にな 持つ 会保障を広げるなど,,社 とする国連の専門機関。 開している。国際連合に 上国への援助を目的とす 非営利団体などと呼ばれ の形が取られる。日本は平和維持軍(ＰＫ

ったために,権限や機能 ,停戦監視団,選挙監 会全体の生活水準の引き 本部はパリ 登録されている非政府組 る。欧米,加,豪,日など2 る。 総額では世界一だが,ＧＦ)

が大幅に強化された。 視団などから成る。 上げを目指している。 織を国連ＮＧＯという 4カ国が加盟している ＮＰでの比率は高くない

アジア太平洋経済協力会

国際通貨基金 国際復興開発銀行 東南アジア諸国連合 国連児童基金 パレスチナ解放機構 国際原子力機関 北米自由貿易協定 議①

加盟国の国際収支の不 別名世界銀行 1967年に東南アジア５カ 発展途上国の児童に対 パレスチナ人を公的に 原子力の平和利用を目 ｱﾒﾘｶ,ｶﾅﾀﾞ,ﾒｷｼｺ三国に アジア太平洋地域内の

均衡を調整するため,短 国で結成された国際協力 する福祉の向上を目的と 代表する政治組織。国連 的とする国連機関。原子 よる自由貿易圏をつくろ 各国間の経済協力のため② 世界保健機関

期資金を貸し付ける基 機構。経済文化の発展, して,食料・医療品・施 総会でｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰの資格 力の開発利用の促進・援 うとする協定。最終的に のしくみ。日・米・加・

金。外国為替を安定さ 科学・行政の協力,資源 設などの提供や援助を行 を与えられた。アラファ 助のほか,核物質が軍事 は,三国間の商品・資本 豪・韓国・中国などの国③ 国連貿易開発会議

せ,貿易の拡大をはかる 南北問題を検討 開発の協力など。ﾀｲ,ｲﾝ う。国連経済社会理事会 ト議長の死により今後の 的に用いられないための ・ｻｰﾋﾞｽの移動の自由化 や地域が参加。世界の人

ことを目的とした国連の ④ ﾄﾞﾈｼｱ,ﾏﾚｰｼｱ,ﾌｨﾘﾋﾟﾝ,ｼﾝ の付属機関 先行きは不透明。 査察・検証などを行って を目指す。1994年発効。 口の４割,GNPの６割を占国連難民高等弁務官

専門機関。 ｶﾞﾎﾟｰﾙなど10カ国 いる。本部はｳｨｰﾝ。 める。事務所



イギリス オランダ ベルギー ドイツ フランス スイス イタリア ギリシャ

（ロンドン） （アムステルダム） （ブリュッセル） （ベルリン） （パリ） （ベルン） （ローマ） （アテネ）

ｸﾞﾚｰﾄﾌﾞﾘﾃﾝおよび

北部ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ オランダ王国 ベルギー王国 ドイツ連邦共和国 フランス共和国 スイス連邦 イタリア共和国 ギリシア共和国

連合王国

エジプト アルゼンチン チリ オーストラリア 南アフリカ ナイジェリア ノルウェー スウェーデン

（カイロ） （ブエノスアイレス） （サンティアゴ） （キャンベラ） （プレトリア） （アブジャ） （オスロ） （ストックホルム）

エジプト・アラブ アルゼンチン チリ共和国 オーストラリア連邦 南アフリカ ナイジェリア ノルウェー王国 スウェーデン王国

共和国 共和国 共和国 連邦共和国

シンガポール インド パキスタン イラン イスラエル イラク サウジアラビア オーストリア

（シンガポール） （デリー） （イスラマバード） （テヘラン） （エルサレム） （バグダッド） （リヤド） （ウィーン））

シンガポール ﾊﾟｷｽﾀﾝ･ｲｽﾗﾑ ｲﾗﾝ･ｲｽﾗﾑ イスラエル国 イラク共和国 サウジアラビア王国 オーストリア共和国

共和国 共和国 共和国

キーワードを見て 大韓民国 朝鮮民主主義 中華人民共和国 フィリピン インドネシア タ イ マレーシア

（クアラルンプール）国名を答えよう。 人民共和国 （北京） （マニラ） （ジャカルタ） （バンコク）

（ソウル） （ピョンヤン）

その逆もやると フィリピン共和国 インドネシア タイ王国

２倍楽しめます。 共和国



ＩＭＦ ＡＳＥＡＮ ＰＬＯ ＩＡＥＡ ＡＰＥＣ①ＩＢＲＤ ＵＮＩＣＥＦ ＮＡＦＴＡ
ア セ ア ン ユ ニ セ フ ナ フ タ

エ イ ペ ッ ク

②ＷＨＯ
③ＵＮＣＴＡＤ

ア ン ク タ ッ ド

④ＵＮＨＣＲ

ＷＴＯ ＰＫＯ ＩＬＯ ＮＧＯ ＮＰＯ ＯＤＡＵＮＥＳＣＯ ＯＥＣＤ
ユ ネ ス コ

ＯＰＥＣ ＮＩＥＳ ＮＡＴＯコロンビア ペルー ブラジル ＥＵ ＧＮＰ
オ ペ ッ ク ニ ー ズ

（ボゴタ） （リマ） （ブラジリア）

コロンビア ペルー共和国 ブラジル

共和国 連邦共和国

スペイン ロシア ニュージーランド カナダ アメリカ メキシコ キューバ ベネズエラ

（マドリード） （モスクワ） （ウェリントン） （オタワ） （ワシントン） （メキシコ市） （ハバナ） （カラカス）

ロシア連邦 アメリカ合衆国 メキシコ合衆国 キューバ共和国 ベネズエラ

カラカス

共和国




