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重要用語 英語

あ アイヌ施策推進法 Ainu Policy Promotion Act

アイヌ文化振興法 Act on the Promotion of Ainu Culture

アイヌ民族 Ainu

赤字国債 deficit bonds

アクセス権 right of access

アジア・アフリカ会議 Afro-Asian Conference

アジア太平洋経済協力会議（APEC） Asia-Pacific Economic Cooperation　(APEC)

アジア通貨危機 Asian currency crisis

アジェンダ21 Agenda 21

アダム・スミス Adam Smith

アダムズ方式 Adam's Method

新しい人権 new human rights

アパルトヘイト Apartheid

アフリカ諸国首脳会議 Summit Conference of African States

アフリカ統一機構 Organization of African Unity(OAU)

アフリカの年 Year of Africa

アフリカの分割 Scramble for Africa

アフリカ連合 African Union(AU)

アボリジニ Aboriginal Australians

アムネスティ・インターナショナル Amnesty International

アメリカ合衆国憲法 Constitution of the United States of America

アメリカ・スペイン戦争 Spanish-American War

アメリカ独立宣言 Declaration of Independence

アメリカ独立戦争 War of American Independence

アメリカ・メキシコ・カナダ協定（USMCA） United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)

アラブ石油輸出国機構（OAPEC） Organization of the Arab Petroleum Exporting Countries(OAPEC)

アラブの春 Arab Spring

アレクサンドル２世 Alexander II

安価な政府 cheap government

アンデス山脈 The Andes mountain range

い 池田勇人 Ikeda Hayato

違憲（立法）審査権
right of judicial review of the constitutionality of legislative
measures

イスラーム教 Islam

イタリア王国 Kingdom of Italy

イタリア統一戦争 War of Italian unification

一次エネルギー primary energy

一般会計 general account

一票の格差 disparity in the weight of votes

伊藤博文 Itō Hirobumi
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イヌイット Inuit

犬養毅 Inukai Tsuyoshi

イラン・イラク戦争 Iran-Iraq War

イラン革命 Iranian Revolution

医療保険改革法 Affordable Care Act

インドシナ戦争 Indochinese War

インドシナ連邦 French Indochina

インド帝国 the Indian Empire

インド独立法 Indian Independence Act

インド連邦 Union of India

インフレーション inflation

う ウィーン会議 Congress of Vienna

ウィーン議定書 Vienna Protocol

ウィーン体制 Vienna System

ヴィクトリア女王 Queen Victoria

ウィルソン Wilson

ヴィルヘルム１世 William I

ヴィルヘルム２世 Wilhelm II

ウェストファリア条約 Treaty of  Westphalia

ヴェルサイユ条約 Treaty of Versailles

ウラル山脈 Ural Mountains

売りオペレーション selling operation

ウルグアイ・ラウンド Uruguay Round

え エスチュアリー estuary

エドワード・コーク Edward Coke

エマヌエーレ２世 Emmanuel II

エリツィン Yeltsin

エルニーニョ現象 El Nino phenomenon

エンゲルス Engels

円高 strong yen

円安 weak yen

遠洋漁業 deep-sea fishery

お オープン・マーケット・オペレーション Open Market Operation

オイル・ショック First Oil Crisis

大きな政府 big government

沖縄返還協定 Agreement for the return of Okinawa to Japan

オスマン帝国 Ottoman Empire

オバマ Obama

オリンピック景気 economic boom created by the Tokyo Olympic Games

温室効果ガス greenhouse gas
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オンブズマン制度 ombudsman system

か カール cirque

買いオペレーション buying operation

解職請求権 demand for dismissal

開発独裁 developmental dictatorship

外部経済 external economies

外部不経済 external diseconomy

外部不経済の内部化 internalization of external diseconomies

カイロ会談 the Cairo Conference

カヴール Cavour

価格の下方硬直性 downward price rigidity

価格の自動調節機能 automatic price adjustment function

核兵器禁止条約 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

貸出業務 lending business

可処分所得 disposable income

カストロ Castro

寡占 oligopoly

株式 stock

株式会社 joint-stock company

神の見えざる手 Invisible hand

貨物輸送 freight transport

ガリバルディ Garibaldi

カリフ制 caliphate

カルテル cartel

為替業務 exchange business

環境権 environmental rights

環境庁 Environment Agency

韓国併合条約 Japan-Korea Annexation Treaty

関税自主権 tariff autonomy

関税と貿易に関する一般協定（GATT） General Agreement of Tariffs and Trade(GATT)

間接税 indirect tax

間接選挙 indirect election

間接統治 indirect rule

乾燥帯 arid zone

環太平洋造山帯 circum-Pacific orogenic belt

環太平洋パートナーシップ協定（TPP） Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPP)

ガンディー Ghandi

関東大震災 Kanto earthquake

管理価格 administered price

管理通貨制度 planned monetary system
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官僚制 bureaucracy

き 議院内閣制 parliamentary system of government

機械打ち壊し運動 Luddites Protest

企業合同 trust

企業統合 enterprise integration

企業連合 cartel; syndicate

気候 climate

気候変動枠組条約
United Nations Framework Convention on Climate Change
（UNFCCC）

季節風（モンスーン） monsoon

北回帰線 Tropic of Cancer

北大西洋条約機構 North Atlantic Treaty Organization(NATO)

キチンの波 Kitchin cycle

基本的人権 fundamental human rights

逆進性 regressivity

九カ国条約 the Nine-Power Treaty

キューバ革命 Cuban Revolution

キューバ危機 Cuban missile crisis

教育を受ける権利 right to receive education

供給曲線 supply curve

供給の価格弾力性 supply price elasticity

共産党情報局 Communist Information Bureau

『共産党宣言』 The Communist Manifesto

教書送付権 right to send messages

京都議定書 Kyoto Protocol

共和制 republic

極東国際軍事裁判 International Military Tribunal for the Far East

極東風 polar easterlies

拒否権 veto power

キリスト教 Christianity

金（輸出）解禁 lifting of prohibition on gold (exports)

キング牧師 Martin Luther King, Jr.

金本位制（度） the gold standard system

金融緩和 monetary ease

金融収支 financial balance

金融引締め credit squeeze

金輸出再禁止 reinstatement of the gold embargo

く クズネッツの波 Kuznets swing

クラウディング・アウト crowding out

グラスノスチ glasnost

グリーンピース Greenpeace
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クリオーリョ Criollo

クリミア戦争 the Crimean War

クルド人問題 Kurdish problem

クロムウェル Cromwell

け 計画経済 planned economy

景気の調整機能 stabilization function

景気変動 business fluctuation

景気変動の調整弁 regulator of the economy

経済主体 economic unit

経済成長率 rate of economic growth

経済連携協定（EPA） Economic Partnership Agreement (EPA)

傾斜生産方式 priority production

経常収支 balance of current account

刑事補償請求権 criminal compensating claim right

ケインズ Keynes

ケープ植民地 Cape Colony

夏至 summer solstice

ケネディ Kennedy

ケベック州 Quebec

原子爆弾 atomic bomb

原子力発電 nuclear power generation

建設国債 construction bonds

権利の章典 Bill of Rights

権利の請願 Petition of Right

権利の宣言 Declaration of Rights

こ 五・一五事件 May 15 Incident

公開市場操作 Open Market Operation

公害対策基本法 Basic Law for Environmental Pollution Control

公共財 public goods

公債金 public debt

合資会社 limited partnership company

合同会社 limited liability company

高度経済成長 high economic growth

合名会社 unlimited partnership company

コーポレート・カバナンス（企業統治） corporate governance

国債 government bonds

国際義勇軍 International Brigades

国際刑事裁判所（ICC） International Criminal Court (ICC)

国際司法裁判所（ICJ） International Court of Justice (ICJ)

国際収支 international balance of payments
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国際人権規約 International Covenants on Human Rights

国際通貨基金（IMF） International Monetary Fund(IMF)

国債費 government debt service payments

国際復興開発銀行（IBRD） International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

国際連合 United Nations

国際連合憲章 Charter of the United Nations

国際連盟 League of Nations

国際労働機関 International Labour Organization(ILO)

国政調査権 right of investigation in relation to government

国内純生産（NDP） net domestic product(NDP)

国民純生産（NNP） net national product(NNP)

国民所得倍増計画 program for doubling national income

国民審査 popular review of the Supreme Court justices

国民総所得（GNI） gross national income(GNI)

国内総生産（GDP） gross domestic product(GDP)

国民総生産（GNP） gross national product(GNP)

国民投票 national referendum

国民の三大義務 the three major obligations of the people

国連海洋法条約 UN Convention on the Law of the Sea

国連教育科学文化機関（ユネスコ）（UNESCO）
The United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO)

国連軍（UNF） UN force (UNF)

国連児童基金（UNICEF） United Nation's Children's fund (UNICEF)

国連食糧農業機関（FAO） UN Food and Agriculture Organization (FAO)

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR)

国連平和維持活動（PKO） UN peace-keeping operation (PKO)

国連平和維持軍（PKF） UN peace-keeping forces (PKF)

国連貿易開発会議（UNCTAD） United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

誤差脱漏 errors and omissions

55年体制 1955 system

コスト・プッシュ・インフレ cost push inflation

国会 national assembly (the Diet in Japan, Congress in the US)

国会議員 member of parliament

国家社会主義ドイツ労働者党 National Socialist German Workers' Party

国家賠償請求権 right to demand compensation from the state

国境なき医師団 Medecins Sans Frontieres （MSF）

コミンフォルム Cominform

『雇用・利子および貨幣の一般理論』 "The General Theory of Employment, Interest and Money"

ゴルバチョフ Gorbachev

コンセンサス方式 consensus system

コンツェルン Konzern
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コンドラチェフの波 Kondratieff cycle

コンプライアンス（法令順守） compliance

さ サービス収支 service balance

サイクロン cyclone

最恵国待遇 most favored nation treatment

最高裁判所 Supreme Court

再審 retrial

再生可能エネルギー renewable energy

財政の硬直化 fiscal rigidity

最低賃金法 Minimum Wage Act

裁判員制度 system allowing citizens to assist judges in criminal cases

裁判所 court

裁判を受ける権利 right of access to the courts

砂漠化防止条約 Treaty on desertification

砂漠気候 desert climate

サバナ気候 savanna climate

サブプライムローン問題 subprime-mortgage crisis

サライェヴォ事件 Assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria

三角州（デルタ） delta

三角図表 triangle chart

三角貿易 triangular trade

三月革命 March Revolution

三権分立 separation of the three branches of government

参議院 House of Councillors

産業革命 industrial revolution

産業革命（日本） the industrial revolution of Japan

産業構造の高度化 industrial enhancement

三国干渉 Triple Intervention

三審制 three-instance system

三大工業地帯 the three main industrial areas

三大穀物 the three main grains

サンフランシスコ会議 San Francisco Conference

サンフランシスコ平和条約 San Francisco Peace Treaty

サンベルト Sunbelt

三面等価の原則 principle of the equivalence of three aspects

し シェールガス shale gas

ジェット気流 jet stream

ジェファソン Jefferson

ジェンダー gender

死刑 capital punishment
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資源の配分調整機能 resource allocation adjustment function

時差 time difference

支出国民所得 national income expended

市場の失敗 market failure

地震 earthquake

自然権 natural rights

持続可能な開発 sustainable development

持続可能な開発目標（SDGs） Sustainable Development Goals (SDGs)

実質経済成長率 real rate of economic growth

実物資産 real asset

疾病保険法 Health Care Insurance Act

支払準備率 reserve ratio

死票 wasted vote

シベリア高気圧（シベリア気団） Siberian air mass

司法権の独立 judicial independence

資本移転等収支 balance of capital relocation

資本主義経済 capitalist economy

『資本論』 "Das Kapital"

市民革命 bourgeois revolution

下関条約 Treaty of Shimonoseki

社会契約説 social contract theory

『社会契約論』 "Social Contract Theory"

社会権 social right

社会主義鎮圧法 Anti-Socialist Laws

社会的責任投資（SRI） Socially Responsible Investment (SRI)

社会保障 social security

社会保障関係費 social security-related expense

社会保障給付 social security benefits

周恩来 Zhou Enlai

十月革命 October Revolution

衆議院 House of Representatives

衆議院の優越 supremacy of the House of Representatives

集団的自衛権 right of collective self-defense

自由貿易 free trade

自由貿易協定（FTA） Free Trade Agreement (FTA)

住民自治 resident self-governance

自由民主党 Liberal Democratic Party of Japan

十四カ条の平和原則 Fourteen Points

ジュグラーの波 Juglar cycle

ジュネーヴ休戦協定 Geneva Conference
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ジュネーヴ４巨頭会談 Geneva Summit

需要曲線 demand curve

需要の価格弾力性 demand price elasticity

シュンペーター Schumpeter

少子高齢化 aging and declining birthrate

小選挙区比例代表並立制
electoral system comprised of single-seat
constituencies and proportionally represented

肖像権 right to use likeness

常任委員会 standing committee

常任理事国 Permanent Members of the Security Council

消費税 consumption tax

情報の非対称性 information asymmetry

情報操作 manipulation of information

昭和恐慌 Showa Depression

殖産興業政策 fostering industry policy

食料自給率 rate of food self-sufficiency

諸国民の春 Springtime of Nations

女子差別撤廃条約
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women

所得の再分配機能 income redistribution function

ジョン・ケイ John Kay

ジョンソン Johnson

知る権利 right to know

新エネルギー alternative energy

人権宣言（フランス） Declaration of the Rights of Man (France)

人口ピラミッド population pyramid

『人口論』 "An Essay on the Principle of Population"

新自由主義 neoliberalism

人種差別問題 racial discrimination

人種差別撤廃条約
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination

新戦略兵器削減条約（新START） New Strategic Arms Reduction Treaty (New START)

震度 seismic intensity

清仏戦争 Sino-French War

人民戦線 Popular Front

信用創造 credit creation

す 垂直的公平 vertical equity

水平的公平 horizontal equity

水力発電 hydraulic power generation

スターリン Stalin

スタグフレーション stagflation

スティーブンソン Stephenson

ステップ steppe
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ストック stock

スペイン内戦 the Spanish Civil War

スラム街 slum town

スルタン制 Sultan system

せ 西岸海洋性気候 west coast oceanic climate

請願権 right of petition

正距方位図法 zenithal equidistance projection

請求権 right of claim

政権交代 change of administration

生産国民所得 national income from production

製糸業 silk-reeling industry

生存権 right to life

正統主義 legitimism

政党政治 party politics

政府開発援助（ODA） Official Development Assistance (ODA)

生物多様性条約 Convention on Biological Diversity

世界遺産 World Heritage

世界遺産条約 World Heritage Convention

世界恐慌 global depression

世界人権宣言 Universal Declaration of Human Rights

世界の工場 factories of the world

世界貿易機関（WTO） Word Trade Organization(WTO)

石油輸出国機構（OPEC） Organization of the Petroleum Exporting Countries(OPEC)

セルバ jungle, selva

全会一致制 unanimous consent

選挙監視団 Election Observation

全国産業復興法（NIRA） National Industrial Recovery Act(NIRA)

先住民族 indigenous peoples

先住民の権利宣言 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

扇状地 alluvial fan

戦略兵器削減条約（第１次）（START I） Strategic Arms Reduction Treaty I(START I)

戦略兵器削減条約（第２次）（START II） Strategic Arms Reduction Treaty II (START II)

そ ソヴィエト（評議会） Soviet

ソヴィエト政権 Soviet administration

総力戦 all-out warfare

た 第１次五カ年計画 First Five-year Plan

第一次所得収支 primary income balance

第一次世界大戦 World War I

第１次石油危機 1973 Oil Crisis, the First Oil Crisis

第１次中東戦争 Palestine War
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第１次日韓協約 Japan–Korea Agreement of August 1904

第１次バルカン戦争 First Balkan War

第１回非同盟諸国首脳会議 Non-Aligned Movement

対外純資産 net external asset

大圏コース（航路） great circle course (route)

第三世界 the Third World

第３次中東戦争 Six Day War

第３次日韓協約 Japan–Korea Treaty of 1907

大西洋憲章 the Atlantic Charter

大戦景気 the Great War Economy

代替財 substitute goods

第二共和政 Second Republic

第２次五カ年計画 Second Five-year Plan

第二次所得収支 secondary income balance

第２次中東戦争 Suez Crisis

第２次日韓協約 Japan–Korea Treaty of 1905

大日本帝国憲法 the Constitution of the Empire of Japan

台風 typhoon

第４次中東戦争 Yom Kippur War

第４の権力 Fourth Estate, fourth power

大陸封鎖令 Berlin Decree

兌換 convertible

多国籍軍 multinational force

田中角栄 Tanaka Kakuei

他人指向型（外部指向型） other-directed type

弾劾裁判所 Impeachment Court

団結権 right to organize

男女雇用機会均等法 Equal Employment Opportunity Law

団体交渉権 right of collective bargaining

団体行動権 right to act collectively

団体自治 autonomy by self-government

ち 小さな政府 small government

地球サミット Earth Summit

畜産業 livestock industry

地軸 earth's axis

地中海性気候 Mediterranean climate

地熱発電 geothermal power generation

血の日曜日事件 Bloody Sunday

地方自治 local autonomy

チャーチル Churchill
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中距離核戦力（INF）全廃条約 Intermediate-Range Nuclear Forces (IMF) Treaty

中国分割 the division of China

中小企業（問題） small and medium-sized enterprises (challenge)

中小企業基本法 Small and Medium Enterprises Basic Act

中東戦争 Arab-Israeli Wars

超均衡予算 superbalanced budget

朝鮮戦争 the Korean War

朝鮮総督府 Governor-General of Korea

直接税 direct tax

直接民主制 direct democracy

直間比率 ratio between direct and indirect taxes

て ディスクロージャー（情報開示） disclosure

停戦監視団 United Nations Peace-keeping Operations

鉄道 railroad

テネシー川流域開発公社（TVA） Tennessee Valley Authority(TVA)

デフレーション deflation

デフレ・スパイラル deflationary spiral

テヘラン会談 Tehran Conference

天気図 weather map

天津条約 Convention of Tientsin

天然ガス natural gas

と 統監府  Resident-General of Korea

ドイツ共和国 the Commonwealth of German Nations

ドイツ帝国 German Empire

ドイツ民主共和国 East Germany

ドイツ連邦共和国 the commonwealth of German Nations

東欧革命 Revolutions of 1989

等角コース（航路） equiangular course (route)

冬至 winter solstice

同時多発テロ 9/11 attacks

東北地方太平洋沖地震 2011 Tōhoku earthquake and tsunami

特需景気 business boom from special procurement

独占 monopoly

独占禁止法 Antimonopoly Act

特別委員会 special committee

特別国会 special Diet session

特別裁判所 special courthouse

特例国債 special government bonds

ドッジ・ライン Dodge Line

ドプチェク Dubček
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トラスト trust

トルーマン Truman

トルーマン・ドクトリン Truman Doctrine

トルコ革命 Turkish Revolution

奴隷解放宣言 Emancipation Proclamation

な 内閣 cabinet

内閣の総辞職 general resignation of the Cabinet

内閣不信任決議 cabinet no-confidence motion vote

内国民待遇 national treatment

中曽根康弘 Nakasone Yasuhiro

ナセル Nasser

ナチ党 Nazi Party

ナポレオン（１世） Napoleon I

ナポレオン法典 Napoleonic Code

南海トラフ Nankai megathrust earthquakes

南京条約 Treaty of Nanking

南米南部共同市場（MERCOSUR） Mercosur, Mercosul(MERCOSUR)

南北戦争 (US) Civil War

南北問題 North-South problem

難民 refugees

難民の地位に関する議定書 Protocol Relating to the Status of Refugees

難民の地位に関する条約 Convention Relating to the Status of Refugees

に 二月革命（フランス） February Revolution(France)

二月革命（ロシア） February Revolution (Russia)

ニクソン Nixon

ニクソン・ショック Nixon Shock

ニコライ２世 Nicholas II

二酸化炭素（CO2） carbon dioxide (CO2)

二十一ヵ条の要求 Twenty-One Demands

日英通商航海条約
Treaty of Commerce and Navigation between Great Britain and
Japan

日英同盟（協約） Anglo-Japanese Alliance

日米安全保障条約 Japan-U.S. Security Treaty

日米修好通商条約
Treaty of Amity and Commerce between
the United States and Japan

日露戦争 Russo-Japanese War

日清戦争 First Sino-Japanese War

日中共同声明 Japanese-Chinese Joint Communique

日中戦争 Second Sino-Japanese War

日本社会党 Socialist Party of Japan

日本海溝 the Japan Trench

日本銀行 Bank of Japan
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日本国憲法 the Constitution of Japan

日本列島改造論 Plan for Remodeling the Japanese Archipelago

ニューディール政策 New Deal

ね ネガティブ・コンセンサス方式 negative consensus system

熱帯 tropical zone

熱帯低気圧 tropical cyclone

熱帯モンスーン気候 tropical monsoon climate

ネルー Nehru

ネルソン・マンデラ Nelson Mandela

年齢３区分別人口 population by three age groups

の 農業調整法（AAA） Agricultural Adjustment Act(AAA)

農奴解放令 emancipation of serfs

ノルマンディー上陸 Invasion of Normandy

ノン・ルフールマンの原則 non-refoulement

は バイオ燃料 biofuel

ハイサーグラフ hythergraph

排他的経済水域（EEZ） exclusive economic zone(EEZ)

パキスタン Pakistan

白豪主義 White Australia policy

バス・ボイコット事件 Bus boycott incident

原敬 Hara Takashi

パリ協定 Paris Agreement

ハリケーン hurricane

パリ講和会議 Paris Peace Conference

パリ条約（アメリカ独立戦争） Treaty of Paris

パリ条約（クリミア戦争） Treaty of Paris

パリ不戦条約 Pact of Paris

パリ和平協定 the Paris Accords

バルカン半島 Balkan Peninsula

バルト三国 Baltic states

ハンガリー事件 Hungarian Revolution

半大統領制 semi-presidential government

バンドン会議 Bandung Conference

パンパ pampas

板門店 Panmunjom

ひ ヒエラルキー hierarchy

非価格競争 non-price competition

比較生産費説 theory of comparative costs

ヒスパニック Hispanic

ビスマルク Bismarck
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非政府組織（NGO） non-governmental organization (NGO)

非同盟諸国 nonaligned nations

ヒトラー Hitler

一人っ子政策 one-child policy

ヒマラヤ山脈 The Himalayas

ピューリタン革命 Puritan Revolution

氷河湖 glacial lake

平等選挙 equal election

ヒンドゥー教 Hinduism

ふ ファシスタ党 National Fascist Party

ファショダ事件 Fashoda Incident

フィヨルド fjord

フィラデルフィア宣言 Declaration of Philadelphia

フィランソロピー Philanthropy

プーチン Putin

風力発電 wind power generation

フェアトレード fair trade

福祉国家 welfare state

フセイン Hussein

不逮捕特権 immunity from arrest

仏教 Buddhism

ブッシュ（父） Bush (senior)

不平等条約 national treatment

不文憲法 unwritten constitution

ブライス Bryce

プライスリーダー（価格先導者） price leader

プライバシーの権利 right of privacy

プラザ合意 Plaza Accord

プラッシーの戦い Battle of Plassey

プラハの春 Prague Spring

フランコ将軍 General Francø

フランス革命 French Revolution

プランテーション plantation

フリードマン Friedmann

フルシチョフ Khrushchev

フルトン Fulton

プレート plate

プレーリー prairie

ブレジネフ Brezhnev

ブレスト・リトフスク条約 Treaty of Brest-Litovsk
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ブレトン・ウッズ協定 Bretton Woods Agreements

フロー flow

ブロック経済 bloc economy

フロム Fromm

分配国民所得 distributed national income

へ 平和五原則 Five Principles of Peaceful Coexistence

平和十原則 Ten Peace Principles

平和的生存権 right to live in peace

ベトナム戦争 Vietnam War

ベバリッジ報告 Beveridge Report

ヘミングウェイ Hemingway

ベルリンの壁 Berlin wall

ベルリン会議 Berlin Conference

ベルリン封鎖 Berlin blockade

ペレストロイカ Perestroika

偏西風 westerlies

ほ 法案拒否権 right to veto a bill

貿易依存度 trade dependency ratio

貿易・サービス収支 balance on goods and services

貿易収支 trade balance

貿易風 trade wind

貿易摩擦問題 trade friction

紡績業 spinning industry

法治主義 rule-of-law, legalism

法の支配 rule of law

『法の精神』 "The Spirit of the Laws"

ホー・チ・ミン Ho Chi Minh

ポーツマス条約 Portsmouth Treaty

ホーン pyramidal peak

補完財 complementary goods

北爆 Vietnam War

保護貿易 protective trade

保守合同 conservative union

ボストン茶会事件 Boston Tea Party

細川護煕 Hosokawa Morihiro

ポツダム宣言 Potsdam Declaration

ホッブズ Hobbes

ボリシェヴィキ（多数派） Bolshevik

ポリネシア Polynesia

ポルダー polder (low-lying land reclaimed from the sea)
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ま マーシャル・プラン Marshall Plan

マーストリヒト条約 Maastricht Treaty

マイナス金利政策 negative interest rate policy

マオリ Māori

マグナ＝カルタ（大憲章） Magna Carta (Great Charter of the Liberties)

マス・メディア mass media

マッカーサー三原則 MacArthur Notes

マックス・ヴェーバー Max Weber

マルクス Marx

マルタ会談 Malta Summit

み ミクロネシア Micronesia

南回帰線 Tropic of Capricorn

民主党（平成） Democratic Party (Heisei)

民族自決 national self-determination

む ムスタファ・ケマル（ケマル・アタテュルク） Mustafa Kemal Atatürk

無制限潜水艦作戦 unrestricted submarine warfare

ムッソリーニ Mussolini

め 名目経済成長率 nominal rate of economic growth

名誉革命 Glorious Revolution

メセナ mecenat

メッテルニヒ Metternich

メディア・リテラシー media literacy

メラネシア Melanesia

メルカトル図法 Mercator's projection

メンシェヴィキ（少数派） Menshevik

も モスクワ遠征 French invasion of Russia

持株会社 holding company

モレーン moraine

モロッコ事件 Moroccan Crisis

門戸開放宣言 Open Door Notes

モンテスキュー Montesquieu

モンロー宣言 Monroe Doctrine

や 夜警国家 watchman state

ヤルタ会談 Yalta Conference

ゆ 有効需要 effective demand

ユダヤ教 Judaism

ゆりかごから墓場まで From the Cradle to the Grave

よ 養殖業 aquaculture industry

ヨークタウンの戦い Battle of Yorktown

ヨーロッパ共同体（EC） European Commission(EC)
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ヨーロッパ経済共同体（EEC） European Economic Community(EEC)

ヨーロッパ原子力共同体（EURATOM） European Atomic Energy Community(EURATOM)

ヨーロッパ自由貿易連合（EFTA） European Free Trade Association(EFTA)

ヨーロッパ人権条約 European Convention on Human Rights

世論操作 European Union(EU)

預金業務 deposit business

予算 budget

予算（の）先議権 the right to debate the budget first

世論 public opinion

世論操作 manipulation of public opinion

四カ国条約 the Four-Power Treaty

四大公害病 the four main pollution-caused illnesses

ら ライプツィヒの戦い Battle of Leipzig

ラウンド round

ラダイト運動 Luddite Movement

ラッサール Lassalle

ラニャーニャ現象 La Nina phenomenon

り リースマン Riesman

リーマン・ショック Lehman Shock

『リヴァイアサン』 "Leviathan"

リオ宣言 Rio Declaration

リカード Ricardo

リコール recall

リスト Friedrich List

リスボン条約 Treaty of Lisbon

立憲君主制 constitutional monarchy

領事裁判権 consular jurisdiction

遼東半島 Liaodong Peninsula

旅客輸送 passenger transport

リンカン Lincoln

る ルイ18世 Louis XVIII

累進課税（制度） progressive taxation

ルソー Rousseau

れ 冷戦 the Cold War

冷帯 subarctic

冷帯湿潤気候 cool-temperate humid climate

レーニン Lenin

レッド＝パージ Red Purge

連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）
General Headquarters, the Supreme Commander for the Allied
Powers(GHQ)

連邦制 federal system
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ろ 労働三権 labor's three major rights

労働生産性 labor productivity

労働党（イギリス） Labor Party (England)

ローズヴェルト（フランクリン） Franklin Roosevelt

ローマ条約 Treaty of Rome

ロカルノ条約 Locarno Treaties

盧溝橋事件 Marco Polo Bridge Incident

ロシア革命 Russian Revolution

ロッキー山脈 The Rocky Mountains

ロッキード事件 Lockheed bribery scandal

ロック Locke

ロマノフ朝 House of Romanov

わ ワイマール憲法 Weimar Constitution

ワグナー法 Wagner Method, Wagner Act

ワシントン（人名） Washington

ワシントン会議 Washington Conference

ワシントン海軍軍縮条約 the Washington Naval Treaty

ワット Watt

ワルシャワ条約機構 Warsaw Treaty Organization

湾岸戦争 the Gulf War

A ASEAN（経済）共同体（AEC）
Association of Southeast Asian Nations Economic Community
(AEC)

ASEAN自由貿易地域（AFTA） ASEAN Free Trade Area (AFTA)

B BRICS BRICs (Brazil, Russia, India, China and South Africa)

E ESG投資 Environmental, Social and Governance (ESG) Investment

P PKO協力法 PKO Cooperation Law

U U字谷 U-shaped valley
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