
民主政治の成立１
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第３章　①民主政治とは

(1) 16世紀ころから，王の権力は神に由来するという説を何というか。

(2) 17世紀から18世紀にかけて起こった，現在につながる民主政治の原型となった
革命のこと。

(3) 人間が自由で平等であるという原則から政治社会(国家)を成立を説明する説を何
というか。

(4) (3)をとなえ，各人が自己保全の欲求に従って行動すれば「万人の万人に対する闘
争」の状態になると主張した人物。

(5) (3)をとなえ，「統治二論」著し，専制政治に反対し，社会契約のもとづく抵抗権思想の主
張によって議会制民主主義の思想原理との政治形態を最初に定式化した人物。

(6) (3)をとなえ，人民主権論による直接民主制を主張し，フランス革命に影響を与え
た人物。

(7) フランスの思想家で，「法の精神」のなかで，権力分立論を確立した人物。

(8) (7)の人物が主張した権力分立を何というか。

(9) (8)の具体的な権力を三つあげよ。

(10) 主権者である国民が直接に政治を行う制度。

(11) 国民の代表者を通じて政治を行う制度。

(12) (11)のなかでも，議会を中心とする考え。



基本的人権の確立２
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第３章　①民主政治とは

(1) 人がだれもが生まれながらにして持っている権利のこと。

(2) (1)のなかでも，人間にとって必ず必要とされる基本的な権利のこと。

(3) 人権が保障されるために，政治権力も法によってしばれられること。

(4) (3)の原則を明文化し，17世紀イギリスの名誉革命の際に採択されたもの。

(5) 政治はあらかじめ定められた憲法の枠のなかで行われなければならないという考
え方。

(6) 憲法は，ほかの法がつくられる際の原則や手続きなどを定めるもので，法のなか
の法という性格のこと。

(7) 憲法が第一の目的にするもの。

(8) 法による秩序の維持を何よりも重視する考え方。

(9) アメリカ独立戦争のただなかで採択された人権宣言の先がけとなった権利章典の
こと。

(10) 国民が政治に参加できる権利。

(11) 世界ではじめて社会権を明記したドイツの憲法。



世界の政治体制３
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第３章　①民主政治とは

(1) 民主主義国における政治体制の仕組みでを2つ答えよ。

(2) 議院内閣制において、野党が次の内閣に備えて組織するものを何というか。

(3) 大統領制において、大統領が議会の決定に対して持つ権利を何というか。

(4) 大統領制において、裁判所が連邦議会に対して持つ権利を何というか。

(5) 中国における国家機関である常務委員会を何というか。

(6)
アジアやラテンアメリカなどで生まれた経済開発を目標に掲げる権力集中型の体
制を何というか。

(7) イスラム諸国で影響力を広げている原理主義を何というか。



日本国憲法と三つの原理１
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第３章　②日本国憲法の基本原理

(1) プロイセン憲法をもとに作られた、かつての日本の憲法を何というか。

(2) （1）において天皇が持つ権限を何というか

(3) （2）からわかる（1）の憲法の特徴を答えよ。

(4) （1）の憲法で認められた権利は「法律の範囲内」で認められた何と呼ばれるも
のか。

(5) （4）を何というか。

(6) 1925年に制定された、自由や権利を制約した法律を何というか。

(7) （6）と同じ年に実現した制度を答えよ。

(8) 1945年に、日本が連合国に降伏した際に受け入れたものを何というか。

(9) GHQが作成した草案にもとづき、作成された日本の憲法を何というか。

(10) （9）における三大原理であり、人権に関する内容を何というか。

(11) （9）における三大原理であり、主権に関する内容を何というか。

(12)
（11）において天皇は日本の象徴であるとされているが、このことを何という
か。 

(13) （9）における三大原理であり、平和に関する内容を何というか。

(14) （13）においてすべての国民が持つとされる権利を何というか。

(15) （9）の第9条において定められている内容を3つ述べよ。



基本的人権の保障(1)２
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第３章　②日本国憲法の基本原理

(1)
憲法13条に規定されている、個人が個人として尊重されるという内容を何という
か。

(2) 憲法13条に規定されている人権で、幸福に生活する権利を何というか。

(3)
人種や信条、性別、社会的身分などによる差別を否定した、憲法第14条の内容を
何というか。

(4) 両性の平等や選挙権に関する平等は何という権利に基づくものか。

(5) 国家からの自由を意味する権利を何というか。

(6) 国と宗教の結びつきを禁止した原則を何というか。

(7) 表現の自由が保証されるために禁止されたものを答えよ。

(8) 法律にない刑罰は科せられないという考えを何というか。

(9)
法律で定められた手続きなしに生命や自由が奪われたり処罰されたりしないこと
を何というか。

(10) 合法であった行為をのちの法で罰することができないことを何というか

(11) 裁判が確定したのちに、再び罪を問われないことを何というか。

(12) 訴えられた被告人は有罪が確定するまで無罪と推定されることを何というか。

(13) 裁判は証拠に基づいて行われることを何というか。

(14) 逮捕や家宅捜索には裁判官が発行する令状が必要なことを何というか。

(15) 逮捕されたものが供述を拒む権利を何というか。

(16)
人が様々な自由を享受するために必要な収入の途や生活の基盤を保証するものを
何というか。

(17) 経済活動の自由は何によって制限されるか。



基本的人権の保障(2)3
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第３章　②日本国憲法の基本原理

(1)
失業や貧困などの社会問題を解決し、人間らしい暮らしを保証するよう国家に求
める権利を何というか。

(2)
憲法第25条に「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」と定めてあるが、それ自体は法的な効力を持つものではないという考えを何
というか。

(3) 憲法第27条に定められている権利を何というか。

(4) 労働組合を結成する権利を何というか。

(5)
労働組合をとお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
を何というか。

(6) 交渉手段としてストライキなどを行う権利を何というか。

(7) （4）～（6）をまとめて何というか。

(8) 労働者の権利の保障のために定められた権利を何というか。

(9) 積極的に政府に働きかける権利を何というか。

(10) 国民が国政について意見を述べる権利を何というか。

(11) 憲法で定められている国民の3つの義務をすべて答えよ。



新しい人権と人権保証の広がり4
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第３章　②日本国憲法の基本原理

(1)
歴史の中で人権は発展してきたが、現代において唱えられるようになった人権を
何というか。

(2)
良い環境は人間に必要であり、これも一つの人権であると捉えるものを何という
か。

(3)
プライバシーの侵害を禁止し、自分についての情報は原則として本人が管理する
という内容を持つ権利を何というか。

(4) （3）の権利の根拠となっているのは、幸福追求権ともう一つは何か。

(5)
2003年に制定された、本人への情報の開示や第三者への提供制限などが定めら
れた法律は何か。

(6) 政治等の情報を求める権利を何というか。

(7) （6）にもとづいて国や地方公共団体で整えられている制度は何か。

(8) 国家機密を特定秘密に指定する制度を何というか。

(9)
人々がマスメディアなどの情報源にアクセスして、広く意見を表明できるよう保
証する権利を何というか。

(10) 報道によってそこなわれた利益の回復を要求する権利を何というか。

(11) 生き方に関して個人が決めるという内容を持つ権利を何というか。

(12)
人権に関して、国連で1948年に採択された宣言と、1966年に採択された規約を
答えよ。

(13) （12）に関連して定められた人権に関する条約を3つ答えよ。

(14) 女子差別撤廃条約の批准に向けて成立した法律を何というか。

(15) 非政府組織のことをアルファベットで何というか。



平和主義と安全保障(1)5
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第３章　②日本国憲法の基本原理

(1)
世界の人々が「平和のうちに生存する権利を有する」という宣言は、何という考
え方を示しているか。

(2)
憲法第9条1項では（①）が明記されており、第9条2項では軍隊などの（②）を
持たないと明記されている。

(3)
軍による政治の介入を防ぐために内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなけれ
ばならないと定められている。このことを何というか。

(4) 1954年に、警察予備隊は何に変化したか。

(5)
同盟国が攻撃された場合に、日本が攻撃されていなくとも武力を行使できるとす
る権利を何というか。

(6) 政府が「必要最初限度の戦力」に関してかかげている政策を2つ答えよ。

(7)
1960年に、日米安全保障条約を改定した条約が結ばれたが、この条約を何とい
うか。

(8) アメリカ軍の駐留経費の一部を日本側が負担している予算を何というか。

(9) 日本でのアメリカ軍の法的地位を定めた協定を何というか。



平和主義と安全保障(2)6
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第３章　②日本国憲法の基本原理

(1) 湾岸戦争を機に、自衛隊の参加が議論されている活動を何というか。

(2) 1992年に制定された、（1）に関する法律を何というか。

(3) 日本の「周辺事態」の際の日米関係についての新しいガイドラインがつくられた
が、その際に制定された法律を何というか。

(4) 「同時多発テロ」を機に制定された法律を何というか。

(5) イラク戦争に際して定められた法律を何というか。

(6) 2003年以降に定められた、日本での有事への対応に関する法律を何というか。

(7) 2013年に新設された、首相と関係大臣らが国家の安全保障に関する重要事項に
ついて審議する場を何というか。

(8) 日米の防衛協力について「周辺事態」という制約を撤廃し、2015年に制定され
た法律を何というか。

(9) たびたび移設等の問題が話し合われている、沖縄にある米軍基地を何というか。



国会と立法１
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第３章　③日本の政治機構

(1)
政治機構の一部が力を持ちすぎないように、国会、内閣、裁判所がそれぞれを抑
制しあうような仕組みを何というか。

(2) 国会、内閣、裁判所の役割をそれぞれ答えよ。

(3)
次の（     ）内に当てはまる言葉を答えよ。 
国会は「（①）であって、国の（②）である」と憲法で規定されている。

(4) 国会を構成する2つの院をそれぞれ答えよ。

(5) （4）のように二院で国会が構成されていることを何というか。

(6) 国会と内閣が強く結びつく日本のような政治のあり方を何というか。

(7) 内閣の活動が不適切であると考える場合に、衆議院が決議できるものは何か。

(8) （7）に対して、内閣総理大臣が衆議院に対して行うことができるものは何か。

(9)
罷免の訴えを受けた裁判官を裁くために、国会が設けることができるものを何と
いうか。

(10)
国会と裁判所との関係において、国会の両院で、それぞれ3分の2以上の賛成を持
って発議することができる権限を何というか。

(11)
内閣や官庁などの行政が正しく行われているかを調査することができる国会の権
限を何というか。

(12)
国会全体の意思決定は、基本的に両院が一致するのが原則であるが、衆議院で可
決されたが参議院が否決した法律案を、衆議院が再び出席議員の3分の2以上の賛
成で可決すればその法律案が成立する。このことを何というか。

(13) 国会で両院の議決が異なった場合に開かれる協議機関を何というか。



内閣と行政2
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第３章　③日本の政治機構

(1) 立法権を持つ国会が定めた法律にもとづいて、政策を具体的に実行すること。

(2) 行政権を行使する機関。

(3) 国会によって国会議員から指名される、内閣の首長。

(4) 衆議院が内閣のやり方を不満として内閣不信任決議をした場合、内閣は(   ①   )
するか、10日以内に(   ②   )しなければならない。 

(5) 内閣がその職権を行うに際し、その意思を決定するために開く会議。

(6) 内閣の職務の中でも、複数の省が関わる職務を助ける、国の行政機関。

(7) 法律を実際に運用するために必要であれば内閣が定めることができる命令。

(8) 内閣を含めた行政から一定の独立性を保ちながら行政の活動を行う機関。

(9) 従来の省庁を統廃合して2001年に作られた、行政組織の体制。

(10) 各省庁に大臣のほかに新たに置かれた役職。(2つ)

(11) (10)の、各省庁の体制。

(12) 行政権の役割が拡大した国家。

(13) 国家の政策決定に大きな影響力をもつ公務員。

(14) 立法府以外の機関が、法律の委任にもとづいて制定する、政令・省令・規則など
の法規のこと。

(15) 上下の命令式系統などによって巨大な組織を能率的に運営するしくみ。官僚によ
る支配。

(16) 国や地方の政府の行政機関の組織や機能の改革。

(17) 政府の規制を縮小すること。

(18) 許認可行政や行政指導などの透明性を確保する目的で制定された法。(2つ）

(19) 公務員の規律を正すために制定された法。

(20) 行政機関から独立した国立病院や国立博物館などの法人組織。

(21) 公務員が退職後に在職中の業界に関連する企業に就職すること。



裁判所と司法３
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第３章　③日本の政治機構

(1) 具体的な事件や争いに即して法律を解釈し適用することによって、国民の権利を
保障し、「法の支配」を実現する権利。

(2) 私人(個人や法人)同士の争いなどを扱う訴訟。

(3) 国家が犯罪を犯した疑いのある被告人を裁く訴訟。

(4) 政府や地方公共団体が行う行政行為の適法性を争う訴訟。

(5) 公正な裁判が実現するために必要とされる、司法権が立法権や行政権から独立し
ていること。

(6) 不正を行ったり職務の品位を傷つけたりした裁判官を裁くため、国家が設けた裁
判所。

(7) 下級裁判所やその他の機関には覆すことが認められない判決を下す権限を有する
最上級の司法裁判所。

(8) 下級裁判所の一つで、日常生活において発生する民事事件・刑事事件を迅速、簡
易に処理するための裁判所。

(9) 下級裁判所の一つで、家庭関係から生ずる法律問題を取り扱うことを目的とする
裁判所。

(10) 下級裁判所の一つで、一定の地方を管轄する裁判所。

(11) 下級裁判所の一つで、下級裁判所としては最上級の裁判所。

(12) 国民の裁判を受ける権利がじゅうぶんに保障されるように、同一事件につき三回
まで裁判を受けることができる制度。 

(13) 国民が最高裁判所裁判官の活動を監視すること。

(14) 日本では設けることが禁止されている、行政裁判などについて通常の裁判所と異
なる裁判所。

(15) 裁判所がもつ、法律や命令、規則および処分が憲法に違反していないか、特に、
人権を侵害していないかどうかを判断する権限。

(16) 最高裁判所は、(15)の権限を最終的に判断する権限をもつことから、なんと呼ば
れるか。

(17) 高度に政治的な問題についての決定は国会に任せるべきで、裁判所は判断すべき
でないという考え方。

(18) 無実であるにもかかわらず有罪判決を受けてしまうこと。

(19) 確定判決後に裁判の重大な欠陥が発見され、裁判がやり直されること。

(20) 一般から選ばれた裁判員が職業裁判官とともに刑事裁判を行うという制度。

(21) 法律家の増員などの目的に設置された法科大学院。

(22) 国民の中から選ばれた11人の検察審査員が検察の不起訴処分の当否を審査する制
度。



地方自治４

�28

第３章　③日本の政治機構

(1) 地域・地方の運営について、地方の住民の意思に基づき行う政治形態。

(2) 住民自らが身近な問題を手がかりにして政治に参加することが、民主主義の担い
手を育てるという意味から、(1)はなんと呼ばれるか。

(3) 地方公共団体の事務が中央政府から独立して行われること。

(4) 住民によって地方自治が運営されること。

(5) (3)、(4)の二つの要素からなっていて、憲法に記載されている地方自治にとって
の重要な原則。

(6) 一定の地域と住民からなり、その地域内において、自治権にもとづき、行政を行
うことを目的とする公共団体。

(7) 都道府県知事や市町村長といった首長と、都道府県議会や市町村議会の議員がと
もに住民の選挙で選ばれて、それぞれに住民を代表している制度。

(8) 条例の制定・改廃。

(9) 首長や議員その他の役員の解雇。

(10) 地方自治における直接民主制的な仕組みの一つで、一定数の住民が賛同すれば、
(8)、(9)などを求めることができるという権利。

(11) 具体的政策の是非を問うために各地で行われる投票。

(12) 住民の最低限の生活水準。

(13) 地方自治の財源のうち、地方税などの自主財源が歳入の3割程度しかない状態。

(14) (6)が等しくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税。

(15) 国が(6)に支出・交付する資金のうち、その使途が特定されているもの。

(16) 中央が地方に委託する事務。

(17) 1999年に成立した、(16)を廃止した法。

(18) (6)が処理する事務のうち、国または都道府県から法令によって委託される事務。

(19) (6)が処理する事務のうち、(17)により新たに設けられた、(18)以外の事務。

(20) 効率的な地方行政を実現するために行われる、市町村の廃置分合。

(21) 補助金の削減、財源の地方への移譲、地方交付税の見直しを、一体で進めるとい
う、国と地方の税財政改革。

(22) 市民の人権や利益を、公権力による侵害から守るための行政監察、苦情処理に関
する制度。



選挙のしくみと課題１
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第３章　④現代政治の特質と課題

(1) 成人なら誰でも一票をもつ選挙。

(2) 一票の価値が平等な選挙。

(3) 誰に投票したかを秘密にできる選挙。

(4) 有権者が自分で直接投票できる選挙。

(5)
候補者個人に投票する選挙制度において、一つの選挙区から一人の議員を選出す
る制度。

(6)
候補者個人に投票する選挙制度において、一つの選挙区から二人以上の議員を選
出する制度。

(7) 選挙区で、落選候補者に投じられた票。

(8) 各政党の得票に応じて議席を配分する制度。

(9) (6)の制度は、日本では何と呼ばれていたか。

(10)
1994年に衆議院議員選挙にに導入された、(5)と11ブロックを単位とする(8)を
組み合わせた制度。

(11) 政党に所属する候補者が(5)と(8)との両方に立候補することができる制度。

(12) 全国を単位とする、参議院議員選挙で採用されている制度。

(13) 国会議員や地方公共団体の首長や議員の選挙を行ううえで、基づいている法律。

(14) 選挙が正しく行われるように実際に事務を担当する委員会。

(15)
選挙区ごとの有識者の数と議員定数との均衡が崩れることから生じる、一票の価
値の差。

(16)
候補者の関係者が選挙違反をしたことを理由として、選挙違反に直接関与してい
ない候補者について、当選無効などの不利益を与える制度。



政党と利益集団２
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第３章　④現代政治の特質と課題

(1) 政策に関する考え方が近い人が集まって、政策を実現するために、政権につくこ
とを目指す団体。

(2) 実際に政治を動かす、政権をとった党。

(3) (2)の政治を監視し、次の選挙に備えることが求められる、政権をとれなかった
党。

(4)
選挙の際に政党が掲げる、政権についたら何を実現するか、国民に明らかにする
政権公約。 

(5) 政党を軸にして行われる政治。

(6) 特定の業界などが、自分たちの利益を政治に反映させるためにつくる圧力団体。

(7) 利益集団が密接な関係を保って活動してきた、その業界に関わる特定の官庁や政
治家。

(8) 特定非営利活動促進法の通称。

(9) 営利を目的としない組織。

(10) 個々の政治家が公開されていない形で集めてきた資金を政党中心に集めるように
し、一定以上の政治資金の出入りを公開してはっきりわかるようにした法律。

(11) 政党助成法にもとづき、政党に交付する金。
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第３章　④現代政治の特質と課題

(1) 世論の動向を明らかにするために行わえる統計的社会調査。

(2) 世論を意図的に操作すること。

(3)
インターネットやテレビ、新聞などのメディアを使いこなし、メディアの伝える
情報を理解する能力。

(4) 情報の確かさや利用価値を批判的に見極め、活用する能力。

(5) 大衆が政治や経済、社会、文化などの面で大きな影響力をもつ社会。

(6)
民主主義の一つで、普通選挙の実現により大衆も政治に参加できるようになった
民主主義の社会。

(7) 大衆の経済的、社会的不安を利用して作りあげられた、独裁的な政治体制。

(8) 他人に同調しなければならないという考え方。

(9) 大衆的な人気を集めるための政治活動を行う人物や団体が出現する現象。

(10)
特定の政党を支持せず、選挙のたびに投票先を変えたり破棄したりする「支持な
し層」。

(11) 「政治にそもそも関心がない」という層。


