
ジェンダー平等を実現しよう

Q. 2017年、男性より女性の国会議員が多い国
が世界でひとつだけありました。
それはどこでしょうか？

a)	 イギリス

b)	 ノルウェー

c)	 フランス

d) ルワンダ

e)	 ペルー

働きがいも経済成長も

 Q. 同じ仕事だったら、女性は男性と同じ給料を
もらうべきですか？

a) はい。男性も女性も同じ権利を持っています

b)	 いいえ。男性は女性より強いから、		
多くもらうべきです

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

Q. クリーンなエネルギーをつくれないものは 
次のうちどれですか？

a) 石炭

b)	 太陽

c)	 風

d)	 波

質の高い教育をみんなに

Q. 学校に通えない子どもたちのほとんどは、 
次のうちどの地域に暮らしていますか？

a)	 ヨーロッパ

b)	 アジア

c)	 アメリカ

d) アフリカ

すべての人に健康と福祉を

Q. 世界の平均寿命は何歳ですか？

a)	 50歳

b)	 60歳

c)	 70歳

安全な水とトイレを世界中に

Q. どうしたら節水ができますか？

a)	 私が暮らしているところでは水不足はありませ
ん。いくらでも使えます

b) お風呂に入らずにシャワーを浴びる

c)	 水の代わりに甘い炭酸水を飲む

産業と技術革新の基盤をつくろう

Q. 持続可能な工場とはどんなものですか？

a)	 だいぶ昔に建てられた工場で、	
まだ稼働しているもの

b)	 毒性のある廃棄物をだす工場

c) 環境に害を与えない工場

貧困をなくそう

Q. 貧困状態にある人とはどんな人ですか？

a)	 スマホを持っていない人

b) 食べもの、医療、教育など、最低限必要なもの 
を得られない人

c)	 身なりがあまり良くない人

飢餓をゼロに

Q. すべての人に行きわたる食料が 
世界でつくられていますか？

a)	 いいえ。私はいつもお腹がすいているから

b)	 健康に良い食べものは十分つくられています。
	 でもお菓子や炭酸飲料が十分にありません

c) 食べものは十分にあるけれど、 
みんなが買えるわけではありません
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海の豊かさを守ろう

Q. 海洋汚染の原因は次のうちどれですか？

a) 浜辺のごみ

b)	 クラゲやカニ

c)	 海藻

パートナーシップで
目標を達成しよう

Q. パートナーシップとは · · ·

a)	 友達とままごとで遊ぶとき、お母さんやお父さん
などのパートを分担すること

b) 人と組織が共通のゴールを達成する 
ためにお互いに支えあうこと

c)	 二人の生徒が同じテーブルで	
毎日食事すること

平和と公正をすべての人に

Q. 民主主義の国は次のうちどれでしょうか

a)	 独裁者によって統治されている国

b) 人民によって統治されている国

c)	 男性だけによって統治されている国

気象変動に具体的な対策を

Q. 再生可能なエネルギーとは何ですか

a)	 エナジードリンクのブランド名

b) 太陽光や風など天然資源から 
つくりだされたエネルギー

c)	 契約更新可能なエネルギー

つくる責任　つかう責任

Q. 海の魚たちは減りません。　 
― この文章は正しい、それとも間違い？

a)	 正解。好きなだけ魚を食べられる

b) 間違い。乱獲、汚染、そして気候変動によって海
の魚は減少している

陸の豊かさを守ろう

Q. 気候変動への対策として、森を守らなければ
なりません。その理由はどれですか？

a)	 森は遊ぶのに良い場所だから

b) 木や植物が酸素をだすから

c)	 家を建てるのに木々が必要だから

人や国の不平等をなくそう

Q. 貧困をなくす一番良い方法とは 
どんなものですか？

a)	 何もしないで、放っておく

b) 世界で生み出される富を共有する

c)	 外国人が入国するのを阻止する

住み続けられるまちづくりを

Q. 開発途上国でどれくらいの人が 
スラムに住んでいますか？

a) 30%

b)	 55%

c)	 80%
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ジェンダー平等を実現しよう

Q. 世界で初めて女性に選挙権・被選挙権を 
与えた国はどこですか？

a) フランス

b) アメリカ合衆国

c) フィンランド

働きがいも経済成長も

Q. 仕事をしていれば、貧困ではないと 
言えますか？

a)	 はい。働いたらお金を稼げるからです

b) いいえ。仕事があっても貧困状態で暮らす 
こともあります

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

Q. エネルギー効率が良いのはどれですか？

a)	 ランプが明るく光ること

b)	 消費を気にしないでエネルギーを使えること

c) 比較的少ないエネルギーで必要な 
電気を得られる機器や建物のこと

質の高い教育をみんなに

Q. 世界中で学校に通っているのは、 
男子より女子の方が少ない 
― この文章は正しい、それとも間違い？

a) 間違い

b) 正解

すべての人に健康と福祉を

Q. 5歳未満の子どもが死んでいくのを 
くい止められるものを2つ選んでください

a) 栄養のある食事

b) 携帯電話

c) きれいな飲み水

d) 炭酸飲料

安全な水とトイレを世界中に

Q. 飲料水とは？

a) 安全に飲める水

b)	 植木鉢の水

c)	 きれいに見える水

産業と技術革新の基盤をつくろう

Q. すべての人がインターネットを利用できています　
― この文章は正しい、それとも間違い？

a)	 正解

b) 間違い

貧困をなくそう

Q. 25年前よりも貧困状態で暮らす人は 
減りましたか？

a)	 いいえ。さらに10億人増えました

b) はい。10億人が貧困から脱しました

飢餓をゼロに

Q. 世界で飢餓状態で暮らす人の数は減っています　
－この文章は正しい、それとも間違い？

a) 正解

b)	 間違い
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海の豊かさを守ろう

Q.「乱獲」とはなんですか？

a)	 魚を食べすぎて具合が悪くなること

b) 海の魚をとりすぎて、自然に元の数に戻ら 
なくなってしまうこと

c)	 餌が多すぎて、魚が大きくなって	
しまうこと

パートナーシップで
目標を達成しよう

Q. フェアトレードは SDGs にどのように貢献 
していますか ?

a) 生産者や労働者によりよい貿易の条件を 
提供します

b)	 産業に利益をもたらします

c)	 生産者が子どもを雇うのを促し	
ます

平和と公正をすべての人に

Q.「子ども兵士」とは何ですか？

a)	 他の子どもと戦争ゲームをして遊ぶ子ども

b) 武装集団に徴用された子ども

c)	 両方

気候変動に具体的な対策を

Q. 次の文章のうち正しいのはどれですか？

a)	 地球は温暖化していない。昨年の冬はとても寒
かったから

b)	 地球は温暖化していない。世界には氷帽が	
まだ存在するから

c) 地球温暖化は、これからさらに多くの 
洪水や激しい嵐をもたらす

つくる責任　つかう責任

Q. 世界ではどれくらいの食べ物が毎日捨てられ
ていますか？

a)	 まったくない。すべての食べ物は食べられるか、
冷凍されているから

b) 生産された食べ物の３分の1

c)	 ほとんどない。劇的に無駄を減らして	
いるから

陸の豊かさも守ろう

Q. 動物の絶滅を引き起こすのは？

a) 人間の活動

b)	 動物の共食い

c)	 携帯電話の電波

人や国の不平等をなくそう

Q. 過去25年間、極貧状態にいる人の数は減っ
ていません　 
― この文章は正しい、それとも間違い？

a)	 正解

b) 間違い

住み続けられるまちづくりを

Q. エネルギーの節約や地球の保護のための 
方法として現実的でないものは次のうち 
どれですか？

a)	 自転車

b)	 電気バス

c) 空飛ぶ自動車

質
問

シ
ー

ト
 2

/5



ジェンダー平等を実現しよう

Q. 2017年、女性が大統領や首相だった国は 
いくつありますか？

a)	 5

b) 20

c)	 100

働きがいも経済成長も

Q. 経済成長とは何ですか？

a)	 毎月、お金を貯めること

b)	 モノの値段が上昇すること

c) 国が生産するモノとサービスの 
価値が高まること

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

Q. 温暖化は主に大気中の特定のガスの増加に
よって引き起こされますが、そのガスとは、
次のうちどれですか？

a)	 オゾン

b) 二酸化炭素

c)	 マスタードガス

質の高い教育をみんなに

Q. 教育とはどんなもの？

a)	 仕事を得ることを難しくするもの

b) 仕事を得て、生活を改善する手助けになるもの

c)	 賢い子どもだけに役立つもの

すべての人に健康と福祉を

Q. 新生児に飲ませるのにもっとも良いものは 
どれですか？

a)	 人工ミルク

b)	 飲料水

c) 母乳

安全な水とトイレを世界中に

Q. 人間活動によって生じる排水のほとんどは 
どうなりますか？

a)	 処理されリサイクルされる

b)	 安全な場所に保管される

c) 汚染対策を何もされずに川や海に 
放出される

産業と技術革新の基盤をつくろう

Q. すべての人が電気を利用できています 
― この文章は正しい、それとも間違い？

a)		正解

b)  間違い

貧困をなくそう

Q. 世界で貧困状態で暮らしている人は 
どれくらいいますか？

a)	 およそ800人

b)	 およそ8,000人

c) 8億人以上

飢餓をゼロに

Q. 世界で十分に食べられず健康を保てない人は 
どれくらいいますか？

a)	 およそ90人

b)	 およそ9,000人

c) およそ9億人
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海の豊かさを守ろう

Q. 海に生息するすべての種のうちこれまでに 
発見されたのはどれくらいですか？

a) およそ5％

b)	 およそ50％

c)	 80％以上

パートナーシップで
目標を達成しよう

Q. パートナーたちのコミュニケーションを 
簡単にしたのはどれですか ?

a)	 伝書鳩

b) インターネット

c)	 瓶詰の手紙

平和と公正をすべての人に

Q. ブルーヘルメットとは？

a) 国連平和維持兵

b)	 海軍の消防隊員

c)	 子ども兵士

気候変動に具体的な対策を

Q. 各国は次のうちどのエネルギーを 
もっと使うべきですか？

a)	 石炭と石油

b)	 原子力

c) 太陽、風、波などのエネルギー

つくる責任　つかう責任

Q. 石油産業に次いで、地球の環境汚染を 
もっとも引き起こす産業はどれですか？

a)	 石炭採掘産業

b) 繊維産業

c)	 携帯電話産業

陸の豊かさも守ろう

Q. 生物多様性とは？

a) 地球上に生息する動植物の多様性

b)	 スーパーマーケットに並ぶ健康に良い	
商品の多様性

c)	 人間が住める惑星の数

人や国の不平等をなくそう

Q. 学校の状況は、どうあるべきですか？

a)	 女子が編み物と料理を学ぶべきです

b)	 男子が科学と技術を学ぶべきです

c)  女子も男子も平等な学習の機会を 
得られるべきです

住み続けられるまちづくりを

Q. 再生可能エネルギーとは何ですか？

a) 天然資源から得られ、決して枯渇しない 
エネルギー

b)	 宇宙空間から得られるエネルギー

c)	 古代エジプトのファラオが使った	
エネルギー
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ジェンダー平等を実現しよう

Q. 家で料理と掃除をすべきなのは誰ですか？

a)	 男性

b)	 女性

c) みんな誰でも

働きがいも経済成長も

Q. 世界で失業している人はどれくらい 
いますか？

a)	 200万人

b)	 2,000万人

c) 2億人

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

Q. エネルギーの一部は再生可能です。 
それはなぜ？

a)	 大気を汚染しないから

b)	 真新しいから

c) すぐに自然によって補充さ 
れるから

質の高い教育をみんなに

Q. 質の高い教育は何に役立ちますか？

a)	 健康状態の改善

b)	 貧困の削減

c) 両方

すべての人に健康と福祉を

Q. 5歳から17歳の子どもたちは毎日、 
どれくらい運動すればよいですか？

a) 60分

b)	 30分

c)	 毎日運動する必要はありません

安全な水とトイレを世界中に

Q. 次の文章のうち正しいのはどれですか？

a) トイレより携帯電話を持っている人のほうが多い

b)	 ほとんどの人はトイレを持っていますが、	
携帯電話を持つ経済的ゆとりはありま	
せん

c)	 すべての人が携帯電話もトイレも	
持っています

産業と技術革新の基盤をつくろう

Q. 次のイノベーションのうち、気候変動への 
対策として最適なのはどれですか？

a) 電気自動車

b)	 ディーゼル車

c)		ガソリン車

貧困をなくそう

Q. 貧困状態の人のほとんどが暮らしているのは 
どこですか？

a)	 ヨーロッパ

b)	 南北アメリカ

c) アフリカ・アジア

飢餓をゼロに

Q. 次の文章のうち正しいものはどれですか？

a)	 健康のためには一日に最低一杯の甘い炭酸飲料
が必要です

b) 世界の人々が食べるのに十分な食料は 
あります

c)	 野菜と果物を食べなければ健康で	
いられます
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海の豊かさを守ろう

Q. 次の文章は正しい、それとも間違い？
　　2050年までに私たちの習慣を変えなければ、

海には魚よりプラスチックのほうが多くなる
でしょう。

a) 正解

b)	 間違い

パートナーシップで
目標を達成しよう

Q. SDGsの17目標を達成するのに必要なのは？

a) すべての国が協力すること

b)	先進国が変化を先導すること

c)	開発途上国が変化を先導すること

平和と公正をすべての人に

Q. 難民キャンプとは ?

a)	 山中のサマーキャンプ

b) 家を追われた人々を保護するためのキャンプ

c)	 軍事キャンプ

気候変動に具体的な対策を

Q. 地球の保護に責任があるのは誰ですか？

a)	 科学者

b)	 著名人

c)	 政府関係者

d) すべてのひと

つくる責任　つかう責任

Q. プラスチックバッグは環境にとって大きな 
問題です。次の3か国のなかで、プラスチッ 
クバッグをはじめて禁止した国は？

a)	 スウェーデン

b)	 ロシア

c) ルワンダ

陸の豊かさも守ろう

Q. 森林は今、世界じゅうでどうなっている？

a)	 育っています。どこにでも木があります

b)	 植林されるのと同じくらい切り倒されています

c) 消失しつつあります。すべての森林の 
半分はすでに無くなりました

人や国の不平等をなくそう

Q. 健康の不平等をなくすために、すべての 
子どもが得るべきものはどれですか？

a)	 きれいな飲み水

b)	 医療

c)	 ワクチン

d) 上記のものすべて

住み続けられるまちづくりを

Q. 世界でもっとも早いペースで都市化が 
進んでいるのはどこ？

a)	 ヨーロッパ

b)	 アメリカ合衆国

c) 開発途上諸国
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ジェンダー平等を実現しよう

Q. 科学技術分野で働く女性の研究者の割合は 
どれくらいですか？

a)	 50%

b) 30%

c)	 70%

働きがいも経済成長も

Q. 次の文章は正しい、それとも間違い？
　　すべての成人は銀行口座をもっている

a)	 正解

b) 間違い

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

Q. 次のうち再生可能なエネルギーは 
どれですか？

a)	 石油

b)	 ガス

c) 太陽光

質の高い教育をみんなに

Q. 世界じゅうで読み書きができる成人の割合は
どれくらいですか？

a) 80%

b)	 60%

c)	 30%

すべての人に健康と福祉を

Q. マラリアを蔓延させる虫はどれですか？

a) 蚊

b)	 トンボ

c)	 ホタル

安全な水とトイレを世界中に

Q. 世界で飲用水として使える水は 
どれくらいですか？

a) 3%

b)	 50%

c)	 97%

産業と技術革新の基盤をつくろう

Q. 質の高い教育のために必要なインフラは 
次のうちどれですか？

a)	 遊び場とおやつ

b) きれいな学校、先生、そして本

c)	 清涼飲料の自動販売機

貧困をなくそう

Q. 1990年、およそ10人に4人（38％）が 
極度の貧困状態で暮らしていました。 
今はどうですか？

a) 10人に1人

b)	 10人に3人

c)	 10人に5人

飢餓をゼロに

Q. 人はどんなときに栄養不良になりますか？

a)	 1日3度の食事をしないとき

b)	 毎日肉を食べないとき

c) 一定期間、健康な食事を十分にとらない 
とき
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海の豊かさを守ろう

Q. 亀にとってプラスチックバッグは危険です。
プラスチックバッグを次のうちのあるものと
勘違いしてしまうからです

a) 食べ物

b)	 おもちゃ

c)	 貝

パートナーシップで
目標を達成しよう

Q. SDGs の17番目の目標を達成するための 
パートナーシップに加わるべきなのは誰で 
すか ?

a)	 市民

b)	 政府

c)	 企業

d) 上記すべて

平和と公正をすべての人に

Q. 子どもの避難民が発生するのは 
どんなときですか？

a)	 子どもの学校がお休みのとき

b) 武力紛争が起こって子どもが家を追われるとき

c)	 子どもが友達の家に一晩泊まるとき

気候変動に具体的な対策を

Q. 2015年、世界の指導者たちが気候変動に 
関する協定に合意したのはどこですか？

a) パリ（パリ協定）

b)	 ロンドン（ビッグベン協定）

c)	 ニューヨーク（マンハッタン協定）

つくる責任　つかう責任

Q. ハチは環境保護をどのように助けて 
くれますか？

a) 植物の成長と作物の生産を助けます

b)	 助けにはなりません。はちみつを作る	
だけです

c)	 他の昆虫を食べます

陸の豊かさも守ろう

Q. 木々は大切です。その理由は次のうち 
どれですか？

a) 野生動植物の住処だから

b)	 人間が登れるから

c)	 プラスチックは木々から	
つくられるから

人や国の不平等をなくそう

Q. 不平等をなくすために必要なことは、 
次のうちどれですか？

a) すべての子どもが良い教育を受けられるように
すること

b)	 すべての人が同じ服を着られるように	
すること

c)	 すべての人が同じテレビを見られる	
ようにすること

住み続けられるまちづくりを

Q. 2030年、世界人口のどれくらいが 
都市部に暮らしていますか？

a) 60％

b)	 100％

c)	 20％
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