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★★ □ （1）

★★★ □ （2） 欠陥商品で消費者が被害を受けたときの企業の責任について定めた法律を何というか。

★★★ □ （3） 契約上のトラブルから消費者を保護する法律を何というか。

★★★ □ （4） 次の文の（　　）に当てはまる語を書きなさい.

★★ □ （5）

★★★ □ （6） 次の文の（　　）に当てはまる法律名を書きなさい。

★★★★ □ （7）

訪問販売などで商品を購入した場合に、一定期間内であれば契約の解除ができる制度を何といいます
か、書きなさい。

バーコードを読み取ることで、商品の販売動向を分析し、商品の在庫を管理し、商品の製造や流通を効
率的に行うシステムを何というか。また、このシステムはどんなデータを集計するのか、一つ例を挙げ
なさい。

商品が生産者から消費者に届くまでの過程を何というか、書きなさい。

「消費生活と経済」について次の各問いに答えなさい。

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

目標時間

20分

1

1節 消費生活と経済

第4章 私たちの暮らしと経済

小売業者や卸売業者は、人手を省き、流通費用を抑えるために、流通の（ ）を図っている。

1968年に、日本の消費者政策の基本理念を定めた消費者保護基本法は、2004年に

（ ）法へと改正された。

具体例

（7）

（4）

（5） （6）

　　　　　　　　　　　　　　　法

システム名

　　　　　　　システム

（1） （2） （3）
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★★★★ □ （1） あはどのような会社ですか，次の語句を用いて，簡潔に説明しなさい。

　　　　　　株式　　資金

★★★ □

★★ □ （3）

★★★ □ （4）

　１ 年功賃金にかえて、能力主義、成果主義の賃金を導入する企業が増えてきた。

　２ 教育、文化、環境保全などにおいて積極的に社会貢献を行っている企業がある。

　３ 企業の価格競争をうながすために、消費者基本法が制定されている。

　４ 中小企業の中にも、大企業に引けをとらない技術力をもつ企業が少なくない。

★★★★ □ （5）

★★ □ （6） （  う　）にあてはまる語を、漢字３字で書きなさい。

★★★ □ （7）

★★★★ □ （8）

★★★★ □ （9）

★★★★ □ （10）

（2）

 あの株価の変動について説明した下の文章中の（　　）
に入る適切な内容を書きなさい。

いについて述べた文として適切でないものを，次の１～４の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

えとともに、日本国憲法第27条②の「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律
でこれを定める。」という規定に基づいて制定された法律を何といいますか、書きなさい。

いは、利潤を追求したり、雇用を確保したりする活動以外に、さまざまな方面で社会に貢献することが
求められています。社会に貢献するために、企業はどのような活動を行っていますか。簡潔に書きなさ
い。

② あでは、経営方針や配当の決定、役員の選任などの
ために、（　B　）を開く。（　B　）にあてはまる語を書きな
さい。

① あは、（　A　）を得ることを目的として生産活動を行
う。（　A　）にあてはまる語を書きなさい。

下は、ある生徒が授業で、「日本の企業と労働」についてまとめたものである。これを読んで、次の各
問いに答えなさい。

えとともに、労働三権にもとづいて、労働者が団結する権利や団体交渉することを保護した法律を何と
いうか1つ書きなさい。

食品の安全に関し、今、企業にはどのようなことが求められていますか。

東京、名古屋、福岡などに設けられ、株式や債券を売買する特定の場所を何というか、書きなさい。

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

目標時間

20分
2節 生産と労働

第4章 私たちの暮らしと経済

・ あ株式会社は，株式の発行によって得られた資金をもとに設立される い企業である。
・広大な市場を求めて，海外の国々に現地籍の企業をつくる（  う　）企業がある。

企業と株式会社

・労働者には， え団結して労働組合をつくる権利（団結権）などが，憲法や法律で保障され
　ている。

労働者の権利

　X社の開発した携帯電話が，１回の充電で長時間使用できるということで消費者の間で話題
になり，ヒット商品となった。X社の業績はよい方向に進むと考えられるので，人々は配当が
増加すると予想し，（　　　　　　　　　　　　　　　　　） ため，株価は上がる。

1
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（4）

　　　　　　　　　　　　　　　法 　　　　　　　　　　　　　　　法

（10）

（7） （8） （9）

（3）

（5） （6）

（1） （2）
A B
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★★★ □ （1）

★★★ □ （2）

　　需要量　　　供給量

★★★ □ （3）

★★★ □ （4）

ア　　（１） － 需要量 　　　（２） － 減少　　　（３） － 供給量

イ　　（１） － 需要量 　　　（２） － 増加　　　（３） － 供給量

ウ　　（１） － 供給量 　　　（２） － 減少　　　（３ － 需要量

エ　　（１） － 供給量 　　　（２） － 増加　　　（３） － 需要量

★★ □ （5）

　ア, 清涼飲料の価格 　イ. 株価( 株式の値段) 　ウ. ホテルの宿泊代　　工.　鉄道の運賃

下の文は資料2について、まとめた文である、1～3に当てはまる語句が正しいものをア～エから一つ
選び記号で答えなさい。

商品やサービスなどの価格 (料金)には、国民生活への影響が大きいために国や地方公共団体が決定
したり認可したりする公共料金がある。公共料金として最も適当なものはどれか,、次のア～工から1 つ
選び、その記号を書きなさい。

スルメイカの月別入荷量と月別平均価格にはどのような関係があるか、資料1から読み取り、書きなさ
い。

図中の価格 Ｘ は、需要量と供給量が一致した価格を示しています。この価格を何といいますか、書き
なさい。

ある商品の価格が、図中の Ｙ のとき、一般に価格はこの後どのように変化すると考えられますか、次
の語句を用いて、簡潔に説明しなさい。

商品が市場を通じて自由に取り引きされ,価格が決まる経済のしくみを市場経済といいます。市場がうまくは
たらくためには、価格が自由に変化しなければなりません。図は，ある商品の需要量・供給量と価格の関係を
示したもの、資料1はスルメイカの月別入荷量と月別平均価格の変化を示したもの、資料2は平成20年１月か
ら12月までの、東京都中央卸売市場でのみかん類の月別入荷量と平均価格の推移を表したものです｡

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

目標時間

20分
3節 価格の働きと金融

第4章 私たちの暮らしと経済

　文

　９月，10月のみかん類の平均価格が，それぞれ前月
に比べて下がっているのは， （　１　） が（　２　） したた
めだと考えられます。11月，12月に入荷量が増加して
いるのに平均価格が下がっていないのは， （　３　） が
（　２　） したためだと考えられます。

1
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★★ □ （6） 生産や販売が少数の会社に集中している状態を何といいますか、書きなさい。

★★★ □ （7）

★★★ □ （8）

★★★★ □ （9）

　　　ア　0.02　　　イ　3.0　　　ウ　10.5　　　エ　国債　　　オ　利潤　　　カ　為替

★★★★ □ （10）

★★★★ □ （11）

　ア　Ⅰ－売る　　　Ⅱー増える　　　　イ　Ⅰ－買う　　　Ⅱ－増える

　ウ　Ⅰ－売る　　　Ⅱー減る　　　　　エ　Ⅰ－買う　　　Ⅱ－減る

★★★ □ （12） 文中の（　　　　）にあてはまる銀行名を書きなさい。

消費者の利益を守ることを目的に、（7）に基づいて設置された機関を何といいますか、書きなさい。

次は，右図のＣとＤについてまとめたものである。（　a　）
にあてはまる数字をア～ウから、（　ｂ　）にあてはまる語
をエ～カから、それぞれ一つずつ選んで記号を書きなさ
い。

一般的に輸入農作物に比べて、国産農作物の価格が高くなるのはなぜですか。その理由を日本の農
業の特徴に着目して、簡潔に書きなさい。

右の資料3は、景気が悪いときの公開市場操作における資金の流れ
について示したものである。資料1のⅠ、Ⅱにあてはまる言葉の組み
合わせとして最も適当なものを次のア～エから1つ選び、その記号を
書きなさい。

消費者が不当に高い価格を支払わなくていいように、企業間の競争をうながすためにつくられた法律を
何といいますか、書きなさい。

ある銀行は，Ｃの利子率を（　a　）％，Ｄの利子率を3.0 ％として，（　ｂ　）を得ている。

　わが国唯一の発券銀行は（　　　　　　）である。

（4） （5）

a ｂ

（11）

（9） （10）

（12）

（1） （2）

（3）

（6） （7） （8）

図
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★★★ □ （1）

　ア　Ａ ― 法人税　　　　Ｂ ― 自動車税　　　Ｃ ― 酒税

　イ　Ａ ― 自動車税　　　Ｂ ― 法人税　　　　Ｃ ― 酒税

　ウ　Ａ ― 自動車税　　　Ｂ ― 酒税　　　　　Ｃ ― 法人税

　エ　Ａ ― 法人税　　　　Ｂ ― 酒税　　　　　Ｃ ― 自動車税

★★★★ □ （2）

ア　所得税は、所得に関わらず同じ税率で税金を納める。

イ　所得税は、税を負担する人と税を納める人が同じである。

ウ　消費税は、高所得者ほど所得に占める税負担の割合が高くなる傾向がある。

エ　消費税などの間接税は、所得税などの直接税よりも国の収入に占める割合が高い。

★★★ □ （3）

ア　法人税　　　イ　消費税

ウ　事業税　　　エ　所得税

★★★★ □ （4）

★★★★ □ （5）

次の文は「政府の役割と国民の福祉」についてまとめたものである。これを読んで、後の問いに答えなさい。

政府は①税金によって収入を得ています。税金には国が集める②国税と③地方税がある。1年間の政府の
収入を④歳入、支出を⑤歳出といいます。市場経済において、政府はいくつかの重要な役割をになっていま
す。国は生活が困難になったときに、個人に代わって国が生活を保障を行う⑥社会保障の制度が生まれまし
た。⑦社会保障には4つの柱があり、近年、我が国では社会保障関連の予算額が増加しており予算案の審議
等においても、⑧社会保障制度のあり方についての議論が進められています。

下線部③について、地方交付税交付金とは、どのような役割をもっていますか、簡潔に書きなさい。

下線部①について、下表は、わが国の主な税金を分類したものです。表中の Ａ ～ Ｃにあてはまる語
句の組み合わせとして正しいものを、下のア～エの中から１つ選び、その記号を書きなさい。

下線部②について、国の収入は、原則的に家計や企業が国に納める国税で支えらえている。国に納め
る所得税、消費税、などの国税について述べた文として最も適当なものはどれか、次のア～エから1つ
選び、その記号を書きなさい。

下線部③について、次の資料の下線部の施策の実現によって、歳入額の増加が見込まれる項目を、
図2のア～エから一つ選んで記号を書きなさい。また、その額が増えたとき、県と国の財政面の関係は
どのように変化していくか、次の語を用いて簡潔に書きなさい。　　〔　依存度　〕

下線部③について図1中の地方税にあたるものを次のア
～エの中から１つ選び、その記号を書きなさい。

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

目標時間

30分
4節 政府の役割と国民の福祉

第4章 私たちの暮らしと経済

表

国税 地方税
直接税 所得税　　（　Ａ　） 　相続税　など 事業税　（　Ｂ　） 　固定資産税　など
間接税 消費税　（　Ｃ　） 　関税　など 地方消費税　ゴルフ場利用税　入湯税　など

1
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★★★ □ （6）

★★★ □ （7）

★★★★ □ （8）

ア　酒税　　　イ　法人税　　　ウ　相続税　　　エ　公債金

★★★★ □ （9）

ア　国債費　　　　　　　　イ　防衛関係費

ウ　公共事業関係費　　エ　文教・科学振興費

★★★★ □ （10）

★★★ （11） 図3の（　Ｘ　）にあてはまるものを，モデルのあ～うから一つ選んで記号を書きなさい。

また、（　ｃ　）と（　ｄ　）にあてはまる語の正しい組合せを、一つ選んで記号を書きなさい。

　　ア　ｃ　65歳以上　ｄ　０～14歳　　　　イ　ｃ　０～14歳　ｄ　15～64歳

　　ウ　ｃ　15～64歳　ｄ　65歳以上　　　　エ　ｃ　０～14歳　ｄ　65歳以上

★★★ □ （12）

ア　病気になったり、介護が必要になったりしたときに保険金を給付する。

イ　自立するのが困難な人たちの生活を保障し、その福祉を向上させる。

ウ　感染症の予防や、上下水道の整備、廃棄物の処理などを行う。

エ　生活に困っている人々に対して、生活費や教育費を支給する。

下線部⑥についての問題で、表はある勤労者の月収の内訳（円）です。表の勤労者が支払っている
社会保険料の総額を求め、数字を書きなさい。

「消費税の税率を引き上げるべきである」に対し、反対意見を、次の資料をもとに簡潔に書きなさい。

消費税は間接税に分類されます。間接税とはどのような税ですか、直接税との違いに着目し、簡潔に
説明しなさい。

下線部⑦について、わが国の社会保障制度の柱の一つである「公的扶助」と最も関係のあるものを，次
のア～エの中から１つ選び、その記号を書きなさい。

下線部④について、表1はわが国の平成19年度の歳入の内訳を示
しています。表1のＡとＢにあてはまるものを、次のア～エの中から
それぞれ１つずつ選び、その記号を書きなさい。

下線部⑤について表2はわが国の平成21年度におけるおもな歳出
の内訳を示しています。表2のCにあてはまるものを，次のア～エの
中から１つ選び，その記号を書きなさい。

表　ある勤労者の月給の内訳（円）

支給額 基本給 残業手当 諸手当

215,770 180,400 7,350 28,020

所得税 住民税 雇用保険

3,970 6,900 1,300

健康保険 厚生年金

9,020 16,100

差引支給額

178,480

※控除額とは、支給額から差し
　　引かれる金額

37,290

控除額
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★★★ □ （13）

ア　公的扶助　　　イ　公衆衛生　　　ウ　社会保険　　　エ　社会福祉

★★★★ □ （14）

★★★ □ （15）

　ア　A－税金　　B－労働力　　　　　　　　　　イ　A－賃金　　　　　B－公共サービス

　ウ　A－労働力　B－公共サービス　　　　　エ　A－公共サービス　B－労働力

★★★ □ （16）

　　ア　Ⅰ－インフレーション　　　　　Ⅱー減税　　　　　　Ⅲー増加

　　イ　Ⅰ－インフレーション　　　　　Ⅱー増税　　　　　　Ⅲー削減

　　ウ　Ⅰ－デフレーション　　　　　　Ⅱー減税　　　　　　Ⅲー増加

　　エ　Ⅰ－デフレーション　　　　　　Ⅱー増税　　　　　　Ⅲー削減

下線部⑦について、病気や失業、老齢などに備えて、加入者などがかけ金を積み立て，必要なときに
給付を受ける制度を、次のア～エの中から１つ選び，その記号を書きなさい。

次の図4は、経済活動における企業、家計、政府の結びつきを示したものです。図中のA、Bにあてはま
る組み合わせとして正しいものを、下のア～エの中から１つ選び、その記号を書きなさい。

下線部⑧に関して、次のⅠの文章は我が国の社会保障制度のうち国民年金の仕組みについてまとめ
たものである。Ⅱのグラフは1990年、2010年、2030年の我が国の年齢別人口構成の割合を示したもの
である。Ⅰとの資料を活用し現行の仕組みを前提にした国民年金の今後の課題について被保険者の
割合と受給者の割合の推移に着目して簡単に述べよ。

下の文中にある I ～ Ⅲにあてはまる言葉の組み合わせとして最も適当なものを、次のア～エから1つ
選び、その記号を書きなさい。

Ⅰ ○日本国内に居住する20歳から60歳までの男女が国民年金の被保険者となり毎月保険料
　を納めることで原則65歳から年金を受け取ることができる。
○国民年金は個人が納めた保険料を積み立てて老後に備えるのではなく現在の現役世
　代の納める保険料によって現在の高齢者の年金給付を賄うという「世代と世代の支え合
　い」すなわち世代間扶養の仕組みによって成り立っている。
○国民年金の財源は被保険者の納める保険料を基本としているが必要な費用の一部は
　税金によって賄われている。

経済を安定させるための対策として、不景気のときには、消費が低迷し

て物価が下落する。つまり、（ Ⅰ ）のおそれがあるので、政府は、

（ Ⅱ ）を行ったり、公共支出（公共投資）を（ Ⅲ ）したりする。
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（1） （2） （3）

記号

A B

（9） （12） （13）

記号 X 記号

（15） （16）

（5）

関係

（6）

（4）

（14）

（7） （8）

（10）

金額
（11）
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「これからの経済と社会」についての問題です。次の各問いに答えなさい。

★★★ □ （1）

★★★ □ （2）

 1　買い物をするときには、エコバッグを持参する。

3　 シャンプーは、詰め替えできるものを選ぶ。

4　廃棄される電子機器から、希少金属（レアメタル）を回収する。

★★★ □ （3）

★★★★ □ （4）

★★★★ □ （6） 企業が工場などの生産拠点を海外に移すことで、国内の産業が衰退することを何というか。

★★★ □ （7）
日本が戦後おこなってきた、原材料を輸入して国内の工場で加工し、工業製品を輸出する貿易を何と
いうか。

資料1は、地球に優しい社会をめざして、資源を有効に利用するＲの
考え方を表したものである。このうち、「リサイクル」について述べた
文として最も適切なものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号
を書きなさい。

（5）□★★★

企業の生産活動や人々の日常生活にともなって生じる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音などによ
って、地域住民の健康や生活が損なわれることを何というか。。

2　回収した牛乳びんを、洗浄や殺菌をするなどして、繰り返し使う。

1993年に、環境保全のため、国や地方公共団体、事業者及び国民の責務などを定めた法律を何とい
うか、書きなさい。

次の資料2 は、日本を訪れたアメリカ人観光客数、資料3は、1ドルあたりの円の為替相場の変動を示
したものである。資料2のように2007年以降、アメリカ人観光客数が推移した理由の1 つとして、為替相
場の変動がどのような影響をあたえたからと考えられるか、資料7に灰色で示した時期の為替相場の
変動のようすにふれて、書きなさい。

右図は、中国とアメリカに対する日本の輸出額の推移を
示したものです。これを見て，2001年からの10年間で，
中国とアメリカに対する日本の輸出額はどのように変化

してきていますか、その特徴を簡潔に説明しなさい。

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

目標時間

20分5節 これからの経済と社会

第4章 私たちの暮らしと経済

1

資料1

・「リデュース」
（ごみの発生を抑制する）
・「リユース」
（使えるものを再使用する）
・「リサイクル」
（資源として再生利用する）
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（2）

（5）

（6） （7）

（1） （3）

（4）
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