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★★★ □ （1）

　　１ A－ルソー　B－モンテスキュー　　　　２ A－モンテスキュー　B－ルソー

　　３ A－ロック　B－モンテスキュー　　　　４ A－ロック　B－ルソー

★ □ （2）

★ □ （3） 上の資料中の（ Ⅰ ）にあてはまる語句を書きなさい。

★★ □ （4） 上の資料のＡ～Ｃのうち，社会権の保障について定めたものを１つ選び、その記号を書きなさい。

★★★ □ （5） 上の資料のＡ～Ｃを年代の古い順に並べるとどのようになりますか、その記号を順に書きなさい。

★★★ □ （6） いに関し、次の文の①～③に当てはまる語句を答えよ。

　下の文章は、ある生徒が人権思想について調べ、作成したレポートの一部である。また、次の資料のＡ～Ｃは、
それぞれ（　あ　）、ワイマール憲法、アメリカ独立宣言の一部を表しています。これを読んで、次の各問いに答えな
さい。

　１７、１８世紀のヨーロッパでは、人々が国王などの権力者の支配とたたかいました。このとき人々の大きな力と
なったのが、人権思想です。社会契約説と抵抗権を唱えたイギリスの（ 　A 　）をはじめとする思想家たちの考え
は、アメリカ独立宣言や、（  あ　）のとき発表された人権宣言で打ち出されました。人権宣言は、自由、平等、人民
主権などをうたい、人権確立の基礎となりました。政治権力が一か所に集中して人々の自由をおびやかすことがな
いように、政治権力を分けて、それぞれを別の機関に分担させる い三権分立制も、（ 　B　 ）によって唱えられまし
た。その後、人権は各国の憲法で広く保障されるようになりました。

三権分立は、（　①　）の集中を防ぎ、国民の（　②　）や（　③　）を守るという考え方です。

（ A ）、（ B ）にあてはまる思想家の組み合わせとして適切なものを，次の１～４の中から一つ選び，そ
の番号を書きなさい。

右の資料1は、（  あ ）の始まりとなったバスチーユ牢獄の襲撃を描
いたものである。（  あ　）にあてはまる革命を何というか、書きなさ
い。

目標時間

30分

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

1節 人権と日本国憲法

第2章 個人の尊重と日本国憲法

1

（1） （4）

（5） （6）
① ② ③

（2） （3）
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次の文は日本国憲法について、陸くんがまとめたものです。次の文を読んで後の問いに答えなさい。

★★★ □ （1） 日本国憲法が施行された日はいつか。

★ □ （2）

★★★★ □ （3）

　　ア　条約の承認　　　イ　国務大臣の任命　　

　　ウ　憲法改正の発議　　　　　　　エ　国会の召集

★★ □ （4）

★★★★ □ （5）

★★ □ （6）

★★ □ （7）

日本国憲法では、天皇は日本国と日本国民統合の「象徴」です。天皇は,①政治についての決定権を持たず、憲法
に定める②国事行為のみを行います。最高法規である③憲法の改正について，特別な手続きが定められ，最終的
に国民の承認が必要とされています。

次の資料は、国際連合の総会で採択された宣言の一部です。この宣言を何といいますか，書きなさ
い。

唯一の被爆国である日本が、平和主義と核軍縮の立場から宣言している「非核三原則」とはどのような
原則ですか、簡潔に書きなさい。

毎年8月6日に開催される平和記念式典が開催される都市はどこか、都市名を書きなさい。

下線部①について、日本国憲法の3つの基本原則のうち、国の政治の最終的な決定権は国民が持ち、
政治は国民の意思にもとづくという基本原則は何というか、書きなさい。

下線部②について、天皇の国事行為にあたるもの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。

下線部③について、最高法規である憲法の改正について、特別な手続きが定められ、最終的に国民の
承認が必要とされています。この承認を得るための制度を何といいますか、書きなさい。

2

資料

第１条　すべての人間は，生まれながらにして自由であり，かつ，尊厳と権利とについて平等である。
　　　　人間は，理性と良心とを授けられており，互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第６条　すべて人は，いかなる場所においても，法の下において，人として認められる権利を有する。

（3）

　　　　　　　　　　　　　　市

（7）

核兵器を

（5）

（6）

（1）

　　　　　年　　　　月　　　　日

（2）

（4）
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★★★ □ （1）

★★★ □ （2）

★★★ □ （3） 下線部③に関し、男女の平等について下の資料にまとめた。（ ａ　）にあてはまる語を書きなさい。

★★★ □ （4）

ア　プライバシー　　　イ　インフォームド・コンセント　　　　

ウ　バリアフリー　　　エ　メディア・リテラシー　

★★★★ □ （5）

★★★ □ （6）

★★ □ （7） 下線部④にあてはまらないものを，次の１～４の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

　　１ 思想・良心の自由　　　　　　　２ 居住・移転・職業選択の自由

　　３ 集会・結社・表現の自由　　　４ 学問の自由

　下の文章は、ある生徒が人権と共生社会について調べ、作成したレポートの一部である。これを読んで、次の各
問いに答えなさい。

日本国憲法では、①人権が保障されています。②子どもも一人の人間として尊重され、健やかに成長する権利を
持っています。基本的人権の中には③平等権や自由権があります。平等権として、男女、民族、障がいの有無など
に関らず、全ての人は平等な存在です。自由権として、④精神の自由、身体（生命・身体）の自由、経済活動の自
由を保障しています。さらに、憲法には、⑤社会権や⑥人権を保障するための権利についても定められています。
⑦国民が果たさなければならない義務についても憲法で３つあげています。

下線部①が保障されているからといって、わたしたちは何でも好き勝手なことをしてよいというわけでは
ない。このような、社会全体の利益から制約される①の限界のことを日本国憲法は何と呼んでいるか，
書きなさい。

下線部②に関し、下の資料1は、1989年に国際連合で採択された条約のおもな内容を示したものであ
る。日本が1994年に批准した、資料1の条約を何というか、書きなさい。

下線部③に関し、言葉や文化、性別、年齢、障がいの有無などにかかわらず利用できる施設や製品な
どのデザインを何というか。

下線部③に関し、障がいの有無にかかわらずかかわらず、全ての人が区別されることなく、社会の中
で普通の生活を送ることを何というか。

右の資料は、交通機関や民間施設にも補助犬の同伴ができること
を示したステッカーです。障害のある人や高齢者が、安全で快適にく
らせるように、一般社会の様々な障壁を取り除くことを何といいます
か、次のア～エの中から１つ選び、その記号を書きなさい。

目標時間

20分

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

2節 人権と共生社会

第2章 個人の尊重と日本国憲法

1

日本では，1999年に男女が対等に社会活動に
参加し，利益と責任を分かち合う社会をめざし
て， （　a　）基本法が制定されました。様々な分
野で指導的地位に就く女性の割合が，2020年ま
でに30％程度になることを目標にしています。

＜資料1＞

・防げる病気などで命を失わないこと。

・教育を受け,休んだり遊んだりできること。
・あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。
・自由に意見を表したり,集まつてグループをつくっ
　たり, 自由な活動を行ったりできること。
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★★★ □ （8）

ア　労働者が団結して労働組合をつくることができる。

イ　自分の意思で自由に職業選択を行うことができる。

ウ　人種、性別、社会的身分などを理由にして差別されない。

エ　現行犯による逮捕を除いて、令状によらなければ逮捕されない。

★★ □ （9）

★★ □ （10）

★★ □ （11）

★★ □ （12）

下線部⑤について、日本国憲法が保障している基本的人権のうち、社会権にあたるものを、次のア～
エの中から１つ選び、その記号を書きなさい。

下線部⑤について、右の資料は、日本国憲法第25条の一部を示し
たものである。日本国憲法が保障する社会権のうち、資料2に示した
権利を何というか、書きなさい。

人権を保障するための権利として、政治に参加する権利を何というか。

下線部⑦について、日本国憲法には、国民が果たさなければならない義務が３つあげられています。
「納税の義務」と「子女に普通教育を受けさせる義務」、そして、あと１つの義務は何ですか、書きなさ
い。

下線部⑥について、裁判について、慎重に行い、人権を守るために、一つの事件について原則的に３回
の裁判を求めることができます。このしくみを何といいますか、書きなさい。

（4）

（7） （8）

（1） （2） （3）

　　　　　　　　　　　　　　　条約 　　　　　　　　　　　　　　基本法

（5） （6）

（12）

（9） （10） （11）

（資料）　日本国憲法第25条の一部

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の
生活を営む権利を有する。
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★★ □ （1） 次の事例に深く関係する新しい人権を何といいますか，書きなさい。

★★★★ □ （2）

★★★★ □ （3）

★★ □ （4） 次の（　　　）に当てはまる語句を答えよ。

★★★ □ （5） 国境をこえて活動する非営利の民間組織をアルファベット3文字で答えよ。

産業の発達や科学技術の発展などにともなって、「新しい人権」が主張されるようになりました。新しい人権につい
て次の各問いに答えなさい。

医療と人権について、患者が医者から病状や治療法に関する説明を十分受けたうえで、受ける治療に
ついて同意することを何というか、 書きなさい。

政治に関わるさまざまな情報を手に入れる権利として、知る権利が認められ、国や地方で人々の請求
に応じて持っている情報を開示する制度を（　　　　　）制度という。

良好な環境を求める権利として、環境権が主張され、大規模な開発事業を行う前に環境への影響を
調査することを何というか。

請求した覚えがないのに，いろいろなパンフレットが届いて困っている。

目標時間

10分

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

3節 これからの人権保障

第2章 個人の尊重と日本国憲法

1

（4） （5）

（1） （2） （3）
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