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★★★ □ （1） 代表者からなる議会を中心に政治を行う制度を何といいますか、書きなさい。

★★ □ （2）

★★★★ □ （3）

　ア　一つの政党が議会の過半数の議席を獲得しやすい。

　イ　大政党ができにくく、小さな政党がたくさんできやすい。

　ウ　落選者に投じられた票が少なくなり、国民のさまざまな意見が反映されやすい。

　エ　一つの選挙区から２名以上の代表が選ばれる。

★★★ □ （4）

　次の図や表を見て，①～③の問いに答えなさい。

★ □ （5）

★★ □ （6）

★★★★ □ （7）

★★★★ □ （8）

★★ □ （9） 内閣を組織する政党をあらわす名称を、野党に対してなんというか、書きなさい。

「現代の民主政治」について次の各問いに答えなさい。

選挙には，政党の得票率に応じて議席を配分するしくみがあります。このしくみを何といいますか、書き
なさい。

現在の選挙における原則として,満18歳に達したすべての国民に選挙権を認める原則1人が、平等に1
票ずつもつ原則、議員などを直接選出する原則のほか、あと1つはどのような原則があるか、簡単に書
きなさい。

小選挙区制について、最も適切に述べているものを、次のア～エの中から１つ選び、その記号を書きな
さい。

二つ以上の政党が政策で合意し、内閣を組織する政権を何という
か、書きなさい。

図１のＡ～Ｄ党の議席数の割合を示した衆議院議場の模式図に関連した問題である。

単独で内閣を組織し、政権を担当できる政党を、図１のＡ～Ｄ党から
一つ選んで記号を書きなさい。

表１をもとに、Ａ～Ｄ党の政策を図２に表した。Ａ党の政策を、ア～エ
から一つ選んで記号を書きなさい。

定数４名の比例代表の選挙区で、各政党の得票数がＡ党１２００票、Ｂ党７２０票、Ｃ党600票であると
き、各政党の当選者はそれぞれ何名になりますか、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
1節 現代の民主政治

第3章 現代の民主政治と社会

1

表1　A～D党の政権公約（マニフェスト）の一部

A党 B党 C党 D党

高所得者の税負担率 上げる 上げる 下げる 下げる

関税率 下げる 上げる 下げる 上げる

※A～D党は、架空の政党である。

政党
項目
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★★★★ □ （10）

選挙制度の課題について、次の資料1 は、 2006 年の公職選挙法の改正により、参議院の議員定数
が改められた栃木県、群馬県、 千葉県、東京都の4 つの選挙区における改正前, 改正後の参議院の
議員定数を、資料2は、2006 年の栃木県、群馬県、千葉県,、東京都の有権者数を示したものである。
資料1 に示したように、公職選挙法の改正により参議院の議員定数が改められたのはなぜか、資料1、
資料2 から読み取れることをもとにして、書きなさい。

資料1
選挙区 改正前議員定数 改正後議員定数
栃木県 4人 2人
群馬県 4人 2人
千葉県 4人 6人
東京都 8人 10人

（3）

（5）

（6） （8）

（2）

（4）

（1）

（10） （11）

（7） （9）
A党 B党 B党

　　　　　　名 　　　　　　名 　　　　　　　名
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「国会と内閣」について次の各問いに答えなさい。

次の文は国会について、ある生徒が簡単にまとめたものである。

★★ □ （1） （　ア　）にあてはまる語を書きなさい。

★★★★ □ （2）

　ア　選挙権は満18歳以上、被選挙権は満25歳以上のすべての国民に認められる。

　イ　議員の任期は4年であるが、任期満了前に終了し、選挙が行われる場合がある。

　ウ　定数は475人で、295議席が小選挙区制で選ばれ、180議席が比例代表で選ばれる。

　エ　都道府県を単位とした選挙区制と、全国を1つの単位とした比例代表制で行われる。　

★★★ □ （3）

ア　臨時会　　イ　常会　　ウ　特別会　　エ　緊急集会

★★★★ □ （4）

★★★★ □ （5）

ア　衆議院議員の被選挙権を有するのは年齢満25歳以上の国民であり参議院議員の被

　選挙権は年齢満30歳以上の国民に付与される。

イ　衆議院で可決し参議院でそれとは異なった議決をした法律案は衆議院で出席議員の

　３分の２以上の多数で再び可決すれば法律となる。

ウ　衆議院議員の任期は４年で衆議院解散の場合には期間満了前に任期を終えるが参議

　院議員の任期は６年で３年ごとに議員の半数が改選される。

エ　衆議院の解散期間中に開かれた参議院の緊急集会で採られた措置は次の国会開会後

　10日以内に衆議院の同意がない場合にはその効力を失う。

★★★★ □ （6）

　ア　特別会　　　イ　臨時会　　　ウ　行政委員会　　　エ　両院協議会

★★★★ □ （7）

参議院議員の選挙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。

衆議院議員選挙の結果、内閣総理大臣（首相）が国会で指名された。この時に開かれる国会の名称
を、次のア～エの中から１つ選び、その記号を書きなさい。

衆議院と参議院に関し、両院の議決が異なった場合、国会の意思決定を容易にするため、多くの場合
で衆議院の優越が認められています。参議院より衆議院の意思が尊重される理由を、簡潔に書きなさ
い。

日本国憲法における衆議院の優越に関する規定について述べているのは次のア～エのうちではどれ
か。

予算や条約の承認などにおいて、衆議院と参議院の議決が一致しない場合に開かれるのは何です
か。次のア～エの中から１つ選び、その記号を書きなさい。

国会は国民に代わって、問題点や責任のあり方を明らかにするために、証人をよんで証言させたり、政
府の記録を提出させたりすることができます。これを何といいますか、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

30分
2節 国の政治と仕組み

第3章 現代の民主政治と社会

1

国会は、国民から選ばれた代表者で構成され、国権の最高機関である。また唯一の（ ア ）機関で

あり、その他いかなる機関も法律をつくることができない。法律の制定は国会の重要な仕事の一つ

である。
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★★★★ □ （8）

語群

★★★ □ （9）

★★★★ □ （10）

ア　条約を結ぶこと。　　　　　　　　　　　　　 イ　条例を制定すること。

ウ　国政調査権に基づく調査を行うこと。　 エ　予算の議決を行うこと。

★★★★ □ （11）

　ア　Ｘ　特別国会の召集　　　　　Ｙ　国務大臣の任命　　　　　　　Ｚ　内閣総理大臣の指名

　イ　Ｘ　特別国会の召集　　　　　Ｙ　内閣総理大臣の指名　　　　Ｚ　国務大臣の任命

　ウ　Ｘ　臨時国会の召集　　　　　Ｙ　国務大臣の任命　　　　　　　Ｚ　内閣総理大臣の指名

　エ　Ｘ　臨時国会の召集　　　　　Ｙ　内閣総理大臣の指名　　　　Ｚ　国務大臣の任命

本会議 　委員会 　閣議
公聴会 　国民投票

　新しい法律が成立するまでに関し、右図はその過程を
表しています。図中のＡ～Ｃにあてはまる語句を、次の
語群の中から１つずつ選び、書きなさい。

内閣が、国会の信任に基づいて成立し、国会に対し連帯して責任を負うしくみを何といいますか、書き
なさい。

内閣が行う仕事として正しいものを，次のア～エの中から１つ選び，その記号を書きなさい。

右の資料は、衆議院の解散による衆議院議員選挙のの
ち、新しい内閣が成立するまでの流れを示したものであ
る。資料3 の中のX ～ Z にあてはまる語句の組み合わ
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。

（2） （3）

（5） （6）

（10） （11）（9）

（4）

（7） （8）
A B C

（1）
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「裁判所と三権分立」について次の各問いに答えなさい。

次の文は裁判所について、ある生徒が簡単にまとめたものである。

★★★ □ （1） 下線部の原則を何というか、書きなさい。

★★★★ □ （2） わが国の裁判制度において、三審制がとられている理由を簡潔に書きなさい。

★★★ □ （3）

★★★★ □ （4）  次の文章で述べている制度を何というか漢字で書け。

★★★★ □ （5）

★★★★ □ （6）

★★★★ □ （7）

　①内閣不信任の決議

　②命令・規則・処分の違憲・違法審査

★★★★ □ （8）

司法権に関し、図１は裁判が行われる法廷のようすを表していま
す。これは、刑事裁判と民事裁判のどちらの法廷のようすを表して
いますか、判断した理由もあわせて書きなさい。

国会の議決が衆議院と参議院とで異なったとき，多くの場合で衆議院の優越が認められている。衆議
院の優越が認められている理由を、一つ書きなさい。

次の資料1は、2008年に行われた「（4）に関する意識調査」の結果を示したもの、資料2は、2008年に
行われた「（4）に関する意識調査」の結果について、Ｐ新聞とＱ新聞の新聞記事の見出しを示したもの
である。

資料4をもとにしたＰ新聞とＱ新聞の新聞記事の見出しが、資料5に示したように異なっている。Ｐ新聞社
とＱ新聞社のうち、Ｐ新聞社は資料4をどのように判断して見出しを書いたと考えられるか、資料4から
読み取り、書きなさい。

テレビ、ラジオ、新聞、インターネットなどから情報を受け取るとき、わたしたちにはどのようなことが求
められるか、その一つとして考えられることを、資料4、資料5から読み取れることをもとにして、「わたし
たちには、」で始め、「することが求められる。」で終わる文を書きなさい。

図2は、日本国憲法のもとでの三権分立のしくみについて表していま
す。次の①・②にあてはまるものを、a ～ e の中からそれぞれ一つ
選び、その記号を書きなさい。

 重大な犯罪に関する刑事裁判に一般の国民が参加し裁判の内容や進め方などに国民の視点
や感覚を反映させることを目的として2009年から我が国で導入された。無作為に選ばれた
６名の国民が裁判官３名と共に同一の事件を担当し法廷での審理や評議・評決を通じて，
第一審における被告人の有罪・無罪や刑の内容を決定し裁判長が判決を宣告する。

2

裁判所は、法にもとづいて紛争を解決する仕事を担当している。国会や内閣などの外部の力が影

響をおよぼすことがないように、裁判官は自らの良心に従い独立してその職権を行い、憲法および

法律にのみ拘束されるという原則がある。
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① ②

（7） （8）

裁判の種類 理由

　　　　　　　　裁判

（4） （5）

（6）

（1） （2）

（3）
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次の文は「地方自治」について簡単にまとめたものである。

★★ □ （1） （　Ⅰ　）にあてはまる語を書きなさい。

★ □ （2）

★★★ □ （3）

★★★★ □ （4）

１ ３６０００人　　２ ３００００人　　　３ ６０００００人　　　　４ ５０００００人

★★★★ □ （5）

★★★★★ □ （6）

★★★★ □ （7）

★★★★★ □ （8）
市町村合併が進められるのは、一般に市町村の財政や行政の面でどのような効果が期待されるから
ですか、簡潔に書きなさい。

下線部①について定めることが認められています。このきまりを何といいますか、書きなさい。

下線部②の直接請求権について、表の（Ａ）（ Ｂ） にあてはまる語句をそれぞれ書きなさい。

資料２のA市の場合、市民が 条例の制定を市長に直接請求したい
とき、最低何人の有効な署名が必要か。次の１～４の中から一つ選
び、その番号を書きなさい。

資料1の矢印は、 首長と議会の抑制と均衡をはかるはたらきを示している。資料1のア、イ にあてはま
る最も適当な言葉は何か、それぞれ書きなさい。

下線部③について、この法律は、これまでの国と地方公共団体の関係を、どのように変えることを目的
としていますか，簡潔に説明しなさい。

地方税の中の依存財源には、地方公共団体の間の格差をおさえるために国から配分されるお金があ
る。これを何というか。

★・・・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 私たちの生活と地方自治

第3章 現代の民主政治と社会

資料２

A市の人口：１８０万人

A市の有権者数：１５０万人

表
請求の種類 必要な署名数 請求先

条例の制定・改廃の請求 有権者総数の（ Ａ ）以上 首長
監査請求 有権者総数の（ Ａ ）以上 監査委員
議会の解散請求 有権者総数の３分の１以上 （　Ｂ　）

首長・議員の解職請求 有権者総数の３分の１以上 （　Ｂ　）

地方自治は,市町村や都道府県などの地方公共団体を単位として行われています。資料1は、地方自治の

しくみの一部を示したものである。地方自治は「（ Ⅰ ）の学校」といわれています。（ Ⅰ ）とは、みんなで

話し合い決定するというやり方のことです。地方議会の議決により、法律の範囲内で、その①地方公共団

体にだけ適用されるきまりを定めることが認められています。住民には,首長や地方議員の選挙権や②直

接請求権が保障されています。表は、地方自治の実現のために保障されている直接請求権について示し

たものです。1999年、地方分権を実現するための法律として、③地方分権一括法が制定されました。

1

（4） （6）

（7） （8）

B

（3）

A B

（5）

（2）
A

（1）
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