
経済社会の変容１
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第５章　①経済のしくみ

(1) イギリスで18世紀後半から19世紀のはじめにかけて起こった革命。

(2) 労働者を工場に集め、機械と動力を使って生産を行う工業経営。

(3) 機械設備などの生産手段の所有者。

(4) 労働力を売ることによって生計をたてる階級。

(5) 労働者と資本家の階級関係をもとにする経済システム。

(6) 技術・生産方法・新市場の開拓など新しいものを創造すること。

(7) 主著「経済発展の理論」で企業家によるイノベーションが資本主義経済の発展の
原動力であると説いたオーストリア出身の経済学者。

(8) 自己利益をはかろうとする人間の考え方。

(9) アダム・スミスが書いた、人間の利己心に訴えるべき

(10) 国富論の著者。

(11) 人間の利己心は「見えざる手」に導かれて社会の利益をも増進するに違いないと
いう考え。

(12) 国家の役割を治安や国防などに限定し、経済などへの介入を最小限に抑えた政府のこと。

(13) 生産を国家の統制のもとにおくことによって労働者主体の社会を作ろうとする思
想。

(14) 社会主義の思想を体系化させた人物。

(15) 資本主義経済がもつ欠陥を克服しようとした、イギリスの経済学者。

(16) 実際の紙幣支出をともなう需要。

(17) 政府の経済的施策によって、国民の福祉の向上をはかろうとする考え方。

(18) 1929年10月24日に起こった、ニューヨーク株式市場の株価暴落によって資本主
義国家すべてに波及した世界的な不景気のこと。

(19) ローズベルトが大恐慌を克服しようと試みた一連の政策。

(20) 政府が積極的な社会政策や経済政策の実施によって国民の生活の安定と福利の推
進をはかる国家。

(21) 政府の介入を排して個人の自由な活動にもとづく市場原理を重視する考え方、



現代の企業２
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第５章　①経済のしくみ

(1)
家計や政府とならぶ経済主体の一つであり、人々の生活に役立つ財やサービスを
生産する役目。

(2) 地方公営企業や独立行政法など。

(3) 個人企業や法人企業など。

(4) 個人が自己の財産を用いて経営を行う企業。

(5) 複数の人々が共同出資によって設立した企業。

(6) 法人企業の代表格。

(7)
販売収入から、人件費、原材料費、減価償却費などの費用を差し引いた残りの額
のこと。

(8) 生産設備を拡大するための投資。

(10) 企業が資金を集めるために発行する債券。

(11)
2006年に施行され、これにより有限会社の設立はできなくなり、合同会社が設
立された。

(12) 株主が出資比率に応じて受けるもの。

(13) 株主を構成員として、会社の基本的事項について、株式会社の意志を決定する機関。

(14)
株主は、会社が負債をかかえて倒産したとき、自分の個人的財産をもって弁償す
る必要はないこと。

(16) 企業の規模を拡大するための手段。

(17) 複数の企業の株主を所有し、それらの企業を支配すること。

(18) 業務の一部を他企業に外注すること。

(19) 海外にいくつもの現地企業をつくり、国境を越えて企業活動を行うこと。

(20) 株主などが経営陣に対する監視や、不正防止措置をとること。



市場経済のしくみ３
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第５章　①経済のしくみ

(3) 需要と供給の調整をする役割。

(5)
需用量が供給量を上回ると価格が上昇し、反対の場合には価格は下落する。価格
が上下に変動して自然に需用量と供給量が一致すること。

(6) 需要量と供給量を一致させる価格。

(7) ある企業の数社が生産や売り上げにおいて全体の大半を占めている状況。

(8) 一社が生産や売上においてほとんど全てを占めている状況。

(9)
プライス・リーダーが一定の利潤を確保できるような価格を設定し、他の企業も
それに追従するような価格。

(10) 企業間で価格以外の面で競争すること。

(11) 同業種の複数企業が価格・生産量・販路などについて協定を結ぶ寡占の一形態。

(12) 不当な価格制限を排除するための法律。

(13) 独占禁止法の運用をする機関。

(14) 需要や供給によって価格が変化する仕組み。

(15) 公衆衛生，道路，公園，消防，警察，国防などが有する財およびサービス。

(16) 人々の経済活動にともなって、市場を通さないで、他人に利益が及ぶこと。

(17) 人々の経済活動にともなって、市場を通さないで、他人に不利益が及ぶこと。

(18) 買い手と売り手の持つ情報が異なること。



国民所得と経済成長４
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第５章　①経済のしくみ

(1) 一国の領土の中で一年間で生産された付加価値の合計。

(2) 国の内外を問わず一国の国民が一年間で生産した付加価値の合計。

(3)
GDPやGNPは、生活面からみても所得面、支出面からみても額が等しくなるこ
と。

(4) GNPを所得面からとらえたもの。

(5) 一定期間に生産され流動する経済数量。

(6)
個人・企業・国の建物・機械・土地などの実物資産と対外資産のある時点での蓄
積量。

(7) GDPやGNPの増加率。

(8) 実際の生産はあまり増加しないのに物価上昇によって名目が増加する

(9)
名目経済成長率から物価変動の影響を取り除く必要があり、そこで計算された成
長率。

(10) 好景気と不景気が交互に起こること。

(11) さまざまな商品の価格を平均的に捉えたもの。

(12) 物価が持続的に上昇する状態。

(13) 物価が持続的に下落する現象。



金融機関のしくみと働き５
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第５章　①経済のしくみ

(1) 資金が不足している人と資金に余裕がある人との間で資金を融通し合うこと。

(2) 資金の需要者と供給者との間に立ち，両者の取引を円滑に媒介する機関。

(3) 資金の貸し手と借り手との間で資金が取り引きされる場。

(4) 金融機関、金融市場、資金取引の円滑をはかるさまざまな制度やルールを全体と
してみた一つのシステム。

(5) 銀行などの金融機関を介して資金を調達する方法。

(6) 企業が株式や債券を発行して資金提供者から直接資金を集める方法。

(7) 借り手が貸し手に払うお金。

(8) 家計などが保有する株式が証券会社を通じて売買される市場。

(9) 社債や公債なども市場で売買でき、このような売買市場の総称。

(10) 短期間の資金を貸し借りする場。

(11) コール市場で貸し借りされる資金の金利。

(12) 一般的受領可能性をもった債務決済の手段。最も流動的な資産であり，計算単位
でもって表示される。

(13) 一定量の金を尺度として各国の通貨の価値が決められている貨幣制度。

(14) 金の保有量にかかわりなく、紙幣を発行する管理通貨制度のもとで用いられる、
金と交換できない紙幣のこと。

(15) 通貨の発行と通貨価値の安定をは国家の管理に委ねられていること。

(16) 日本銀行が発行する紙幣や、政府の発行する硬貨。

(17) 当座預金、普通預金などの預金も一種の通貨としてみなす。このような通貨。

(18) 通貨残高をカタカナで。

(19) 民間銀行による預金通貨の創造。



中央銀行の役割と金融の自由化６
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第５章　①経済のしくみ

(1) 金融活動を行う銀行として、政府から独立した銀行。

(2)
通貨価値の安定と信用制度の保持・育成を主要な任務としている日本の中央銀
行。

(3) 一国の経済の安定と成長を目的に中央銀行が行う金融調整。

(4)
中央銀行（日本では日本銀行）が行なう代表的な金融機関手段のひとつで、通貨
量の市場流通量を調整すること。

(5) 中央銀行が民間金融機関に貸し出しを行うときの金利。

(6) コール市場で貸し借りされる資金の金利。

(7) 政策目標を金利から通貨にきりかえ、通貨量の増加をはかる政策。

(9)
金融機関が破綻したとき、預金の払い戻し保証額を元本1000万円とその利息に
限る措置。

(10) 経営に失敗しても経営者自身が責任を負わない状態。



政府の役割と財政７
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第５章　①経済のしくみ

(1) 司法・行政サービス、灯台や道路などの財、サービスのこと。

(2) 高所得者には高い税率を、低所得者には低い税率を適用する課税の仕組み。

(3) 政府が景気変動の波をできるだけなだらかにしようとすること。

(4) 財政を通じて政府が行なう経済政策。

(5) 財政制度にそなわっている，景気変動を自動的に調節する機能をいう

(6) 政府の収入。

(7) 政府の支出。

(8) 政府が行う歳入と歳出の活動。

(9) 新しい会計年度が始まる前に先立ってたてられる歳入と歳出の計画。

(10) 歳入と歳出を管理するための機関。

(11) 政府の基本的な活動のための支出を管理する会計。

(12) 特定の収入を特定の事業への支出にあてるための会計。

(13)

(14) 歳入は、租税や公債などから構成され、その中心をなすもの。

(15) 新たに租税を課す場合は、事前に国会で議決を行わなければならないこと。

(16) 個人の給与から使用者が税額を天引きする源泉徴収によって納められている税。

(17) 納税者が直接負担する税。

(18) 低所得者ほど総所得に対する税負担の割合が高くなる税。

(19) 納税者と実際に租税を負担する人とが異なる税。

(20) 国が財政上の理由から資金を調達するために発行する債券。

(21) 行政サービスへの支出に回す資金が減り、財政の正常な動きをそこねること。



(1)
生産基盤を立て直すために、限られた資金と資源を鉄鋼や石炭などの基幹産業に
重点的に注ぎ込む方式。

(2) 重点産業に資金を供給するために設立された金庫。

(3)
第二次大戦後、経済民主化の方策の一つとして占領軍により実施された、財閥を
解体するための一連の措置。

(4)
不在地主などの土地を政府が買い取って小作人に安く売り渡した結果、大量の自
作農が誕生して、封建的な自主制度は崩壊した

(5) 労働組合法をはじめとする

(6) 均衡予算、賃金安定、物価統制など9項目の実施を日本政府に求めた原則。

(7)
GHQの経済顧問ドッジの勧告によって実施された日本経済の「安定と自立」のた
めの政策。

(8) アメリカのシャウプを団長とする税制調査団の勧告。

(9)
朝鮮民主主義人民共和国 （北朝鮮） と大韓民国 (韓国) の間で 1950年6月に始
った紛争。

(10) 一般に戦争などの経済外的要因により増大した需要。

(11)
1973年と 1979年に石油輸出機構 OPEC諸国が石油価格を大幅に引き上げたこ
とにより，世界経済全体がきたした大きな混乱

(12) 日本経済は平均して年率10%近くの経済成長を続けた成長。

(13) あ昭和35年（1960年）に池田勇人内閣が掲げた長期経済政策。10年間で国民所得を2倍
にすると宣言した。

(14) 消費生活様式の急激な変化。

(15)
欧米の国際石油資本の原油引き下げ策に対抗するため、1960年に結成された石
油輸出国の組織。

(16)
原油価格の高騰によってインフレーションが進み、不況とインフレーションが同
時進行すること。

(17)
超過需要によるインフレーションを引き起こしたり、輸入の急増による国際収支
の赤字を生じたりすることなく、しかも可能なかぎりの高い経済成長。

戦後復興と高度経済成長１
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第５章　②変化する日本の経済



産業構造の転換と国際経済環境の変化２
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第５章　②変化する日本の経済

(1) 第一次産業から第二次産業へ、そして第三次産業へと重心を移していく転換。

(2)
第三次産業の比重がさらに高まり、中でもサービス業と知識・情報産業の伸びは
著しいという傾向。

(3)
為替レートを固定せず、外国為替市場における需要と供給によって決まるように
すること。

(4)
1985年9月 22日にニューヨークのプラザホテルで開催された先進5ヵ国蔵相・
中央銀行総裁会議 G5で討議されたドル高是正のための一連の合意事項。

(5) 円高の影響を回避するために生産拠点を海外に移す企業が増えるという事態。

(6) 1980年代後半から1990年代初頭にかけての長期間の好景気。

(7)
株式や土地などの価格が実体以上に上昇し、景気が過熱したことから、実体がと
もなわないバブル（泡）のような景気。

(8) 消費者の保有する資産価格の大きさが消費に与える効果のこと。



バブル後の日本経済3
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第５章　②変化する日本の経済

(1) 深刻な不況

(2) 貸付先企業の実績悪化などによって、回収が困難になった貸付金のこと。

(3) 直接の政策目標としたコールレートを0%に近づける政策。

(4) 日本銀行にもつ民間銀行の当座貯金残高を増やそうとする政策。

(5) 歳出が歳入を上回ると財政収支はどうなるか。

(6) らせん状に悪循環におちいって不況がますます深刻化していく過程。

(7)
独占主義資本体制を議会主義の枠内で段階的に変革することによって、根本的な
社会改革を実現しようとする考え方。

(8) (7)の３つのスローガン

(9) 構造改革特区減法によって、従来法規制などのため実現できなかった事業を特別
に行うことができるようになった地域のこと。

(10) 国と地方の税財政改革のこと。

(13)
所得・資産面での富裕層と貧困層の両極化と、世代を超えた階層の固定化が進ん
だ社会。

(14) パートタイム、アルバイトを含む雇用者。

(15) 貸し出しの審査基準が緩いかわりに、金利が高く、不良債権化しやすい。

(16)
2007年米国のサブプライムローン問題に端を発する住宅バブルの崩壊から，
2008年９月ニューヨーク証券取引所の史上最大の株価暴落で一気に顕在化して
世界大に広がった金融危機。

(17) ２００９年秋、ギリシャ政府が公的部門の肥大化や年金支払いなどで膨らんだ財
政赤字を過少申告していたことが発覚したことから始まった、危機。

(18) 2016年に調印が行われた協定。



中小企業と農業４
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第５章　②変化する日本の経済

(1)
生産，販売などを行う資本の単位組織である企業のなかで，その規模が比較的小
さいもの。

(2)
ある人や会社などが引き受けた仕事の全部または一部を、さらに引き受けてする
こと。

(3) 大企業と中小企業との格差。

(4) 地域に古くから根付いてきた中小企業。

(6) 未開拓の分野に乗り出す企業。

(7)
農業を工業に見劣りしない産業に育てることや農産物の自由化に対応するために
制定された法律。

(8)
地方公共団体や私人に対し，財政援助，産業育成，特定事業の促進などの行政上
の目的に即して，無償で交付される現金給付の総称。

(9)
政府が米などの需給計画をたて、原則として政府が生産された米などを買い取
り、公認の販売業者に一定価格で売りわたす制度。

(10) 米の作付制限と他の作物への転作による米の生産調節政策。

(11) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律。

(14) 農業基本法に代わる農業政策の基本法。

(15)
1国内で消費される食料のうち、どの程度が国内産でまかなわれているかを表す
指標。

(16) 国外の状況に左右されず食料を確保すべきとする観点。



自立した消費者への道１
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第５章　③豊かな生活の実現

(1) 最終な決定を行うのは消費者の選択であるとする考え方。

(2) 売り手は商品の質や性能を熟知ししてくれる。

(3) 企業の広告・宣伝をうのみにして、商品を買う効果。

(4) はやっているから、友人が持っているからという理由だけで、購入したりしよう
という効果。

(5) 消費行動を通じて侵害される権利を回復し，またその利益を守るために，消費者
によって自主的に組織された団体。 

(6) 消費者の権利を守る運動。

(7) 安全の権利、知らされる権利、選ぶ権利、意見を聞いてもらう権利のことをなん
というか。

(8) 消費者の不利な条件を考慮してそれを保護しようとする考え方やシステム。

(9) 消費者の利益の擁護および増進について総合的推進を図り、国民の消費生活の安
定と向上を確立することを目的として1968年（昭和43）に制定された法律。

(10) 消費者が結んだ契約で、一定期間内であれば、無条件で購入申しこみの撤回や契
約の解除ができる制度のこと。

(11) 製造物の欠陥による被害に対し、製造者などが過失の有無にかかわらず損害賠償
責任を負うことを定めている。

(12) 不当な契約から消費者を保護する法律。

(13) 金融機関が金融商品を販売するとき、相場の変動などで元本割れする可能性があ
ることなどを顧客に説明することを義務付ける法律。

(14) キャッシュカードが偽造されたり、盗まれたりして、貯金者が被害を受けた場
合、金融機関に補償を義務づけている法律。

(15) 消費者の権利尊重と自立支援などを定めた法律。

(16) 消費者行政を一元化するために設置された所。

(17) 消費生活にかかわる問題の調査研究，苦情処理，商品テストなどを行なう独立行
政法人。

(18) 消費者安全法に基づき、地方自治体に設置が義務づけられている消費生活に関す
る相談窓口。

(19) 借金を返済するために他の金融機関から新たに借入を行い、借金が雪だるま式に増えてい
く問題。

(20) 食品がいつ、どこで作られ、どのような経路で食卓に届いたかという生産履歴を
明らかにする制度

(21) 消費に関する行動が社会に影響を与えることを消費者それぞれが自覚し消費を通
して主体的に社会を改善し発展させていこうとする社会のこと。
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第５章　③豊かな生活の実現

(1) 会社などで働く際に結ぶ契約。

(2) 資本主義社会における労使の対立から生じる諸種の社会問題。

(3) 労働者が使用者との交渉において対等の立場に立ち，その労働条件について交渉
するべき団体行動のために結成する団体。

(4) 一企業の従業員によって組織される組合のこと。

(5) 労働組合を結成する権利。

(6) 労働組合を通して使用者と賃金やその他の労働条件などについて交渉する権利。

(7) 交渉手段としてストライキなどを行う権利。

(8) 団結権、団体交渉権、団体行動権を合わせた権利。

(9) 労働時間、賃金、休日などについての最低基準を定めた法律。

(10) 労働者の団結権とそれに付随する諸権利を保障した法律。

(11) 第三者の立場から争議を調節することができるよう定めた法律。

(12) 労働者の権利の保障のために定められたもの。

(13) 労働条約などについて、労働組合と使用者との間で結ばれる書面による協定のこ
と。

(14) 使用者が労働組合活動に対して行う違法な侵害行為。

(15) 労使間の紛争解決をはかる権限をもつ行政委員会。
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第５章　③豊かな生活の実現

(1) 定年まで雇用され続けるということ。

(2) 勤続年数、年齢などに応じて役職や賃金を上昇させる制度。

(3) リストラクチャリングの略。

(4) 派遣労働者の就業条件の整備や、労働現場での権利を確保するために定められた
法律。

(5) 定職につかず、アルバイトで生計を立てる人。

(6) 非労働力人口のうち、就業、就学、または職業訓練を受けていない15歳から34
歳までの未婚者と定義している。

(7) 個人や企業に経済的なリスクが発生したとき、最悪の事態から保護するしくみを
いう。

(8) 職場における男女の差別を禁止し、募集・採用・昇給・昇進・教育訓練・定年・
退職・解雇などの面で男女とも平等に扱うことを定めた法律。

(9) 仕事と家庭の両立を支援するため、育児介護のための休業を所得できること、休
業を申し出たことで不利益に扱うことの禁止などを定めている法律。

(10) 障がい者の雇用促進のため、事業者に対し従業員の一定比率を障害者とするよう
義務付けている。

(11)
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す
る機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することがで
き、かつ、共に責任を担うべき社会のこと。
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第５章　③豊かな生活の実現

(1) イギリスの貧民救済に関する法律の総称。

(2) 19世紀に社会保険制度を作ったドイツの政治家。

(3) ニューディール政策の一環として、1935年に制定された法律。

(4) イギリスの経済科学者ベバリッジが発表した報告書。

(5) 国民の生活保障のため、疾病・老齢・負傷・失業・死亡など生活を脅かす事由が発生したとき、一定
基準の給付を行う保険。

(6) 最低限の生活を保障するために行う経済的援助。

(7) 社会的弱者に対してさまざまな施設・サービスなどを提供するもの。

(8) 疾病の予防、治療、衛生教育などによって国民の健康増進や公害対策をとおして環境衛生の改善をは
かろうとするもの。

(9) 被保険者やその扶養者に疾病、負傷などが起こった場合、医療サービスなどを行う。

(10) 一定期間に掛け金を支払い、老後や障がい、死亡などにいたったときに給付金が支払われる。

(11) 自営業者などを対象とした国民年金制度が1961年に実施された。

(12) 生活に困窮するすべての国民に対し，その最低限の生活を保障するため，その困窮の程度
に応じて国が行なう保護。

(13) 援護、更生などの事務を行なっている。

(14) 公衆衛生行政の中心をになう各自治体に設置されたところ。

(15) 高齢化と同時に少子化も進行している社会。

(16) 国民年金の制度は、全国民共通の年金（基礎年金）となった。

(17) 被保険者が在職中に積み立てた保険料で将来の年金給付をまかなう方式。

(18) 一定期間に支給する年金をその期間の現役労働者の保険料でまかなう方式。

(19) 拠出額をあらかじめ決定し、その積立額と運用実績から将来の給付額が決まる。

(20) それまで国と地方公共団体で負担していた医療費を、一部、患者の自己負担とするなどを内容とする。 

(21) 75歳以上の「後期高齢者」を対象とする孤立した保険として運用されるようになった。

(22) 社会的弱者に対してさまざまな施設・サービスなどを提供するもの。

(23) 違いを吸収して世界を一体化すること。

(24) 日常生活や社会生活における物理的、心理的な障害や、情報に関わる障壁などを取り除いていくこと
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第５章　③豊かな生活の実現

(1) 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭などの被害。

(2) 企業・政府の無策と怠慢に対して各地で行われた運動。

(3) 水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそく、新潟水俣病をめぐる四つの裁判。

(4) 公害対策を総合的に推進するための法律。

(5) 1971年に、環境行政を一元化して行うためにい何が設置されたか。


