
1 日本国憲法は、国の（　）であって、それに違
反する法律、命令などは無効とされる。

2 11月3日は日本国憲法が公布された日で（①）
という祝日になっている。５月３日は日本国憲
法が施行された日で（②）という祝日になって
いる。

① ②

3 自由権のうち、だれかのどれいにされたり、自
由を奪われたり、強制労働させられたりするこ
とのない自由を何というか。

4 自由権の「精神の自由」のうち、どんな宗教を
信じても信じなくてもよい自由を何というか。

5 自由権のうち、自分の住みたいところに住み、
職業を自由に選択し、私有財産を自由に持てる
自由を何というか。

6 労働三権とは団結権と団体（①）権、さら
にストライキを行う団体（②）権のことを
いう。

① ②

7 憲法に書かれていない新しい権利である、国な
どが持っている情報の公開を国民が求める権利
を何というか。

8 天皇は、国会の（①）に基づいて内閣総理大臣
を（②）する。

① ②

9 天皇の国事行為として正しくないものをすべて
選びなさい。ア。内閣総理大臣の任命　イ、国政
の調査　ウ、法律の公布　エ、衆議院の解散の
決定

10 自衛隊は軍人でない人によって統制することが徹底さ
れているが、この原則を（①）という。現在の自衛隊
の最高指揮監督権は（②）が持っている。

① ②

11 国会は唯一の立法機関として（①）を制定し、
内閣は①を実施するための命令である（②）を
制定する。

① ②

社会まとめテスト【日本の政治】

氏名 得点 各２点



12 次の中から衆議院と参議院が対等なものをすべ
て答えよ。   ア　予算の議決　イ　弾劾裁判所
の設置　 ウ　国政調査権　 エ　憲法改正の発議

13 国会の働きとして正しくないものをすべて選び
なさい。ア。内閣総理大臣の指名　イ、外国と条
約を締結　ウ、予算の議決　エ、弾劾裁判を行
う

14 予算、条約、内閣総理大臣の指名で、衆参両院
が異なった議決をした場合は、必ず（①）を開
き、それでも意見が一致しない時は（②）の議
決を国会の議決とする。（再可決の必要なし！）

① ②

15 国会において、外部の学者や専門家の意見を聞
く（　）が開かれる。

16 国の政治が正しく行われているかどうか、証人
喚問などをして調査する国会の権限を何という
か。

17 重大なあやまちをおかした裁判官を辞めさせる
かどうかを決める、国会議員によって裁かれる
裁判を（　）という。

18 内閣は国会に対して政治上の責任を連帯して負っ
ている。この制度を何というか、漢字で答え
よ。

19 総理大臣が中心となり、国務大臣が全員出席し
て行う会議を（①）という。またこの会議の決
定方法は（②）である。

① ②

20 国務大臣の過半数は（　）でなければならな
い。

21 政権を担当している政党を（①）といい、それ
以外の政党を（②）という。

① ②

22 医療・年金など社会福祉・労働に関する仕事を
行う省を（　）省という。

23 地方自治・情報通信・選挙に関する仕事を行う
省を（①）省といい、道路や鉄道、船舶・気象
に関する仕事を行う省を（②）省という。

① ②

24 裁判で第一審から第二審に訴えることを（①）
といい、第二審から第三審に訴えることを
（②）という。

① ②

25 法律などが憲法に違反していないかどうかを調
べる裁判所の権限を（　）という。



26 最高裁判所の裁判官は、衆議院議員総選挙の際
に国民から（　）を受ける。

27 2009年から導入された制度で、国民の中から選
ばれた６名が、３名の裁判官とともに刑事裁判
を行う制度を何というか。

28 一つの機関に権力が集中しないよう、国家
の権力を分ける仕組みを（①）という。ま
たこの考えを「法の精神」という著書で主
張したフランス人は（②）である。

① ②

29 選挙の手続きなどを定めた法律を（　）とい
う。

30 選挙区ごとの人口が違うため、選挙区によって
有権者が投じる票の価値に差が出てきてしまう
ことを（　）という。

31 最近の選挙ではきまった支持政党を持たない
人々の投票の動きが、選挙の結果に大きな影響
を与えるが、これらの人々をなんと言うか。

32 選挙の当日に投票できない有権者が、選挙の前
日までの期間に投票できる制度を（　）とい
う。

33 次の中で社会保険でないものはどれか。　　
ア、健康保険　イ、生命保険　ウ、介護保険　
エ、雇用保険

34 社会保障制度の中で、所得の少ない人などに生活費を
国が支給することを（①）といい、身体障害者や身寄
りのない人への援助を（②）という。

① ②

35 税金のうち、個人の収入にかけられる税を
（①）税といい、会社の利益にかけられる税を
（②）税という。

① ②

36 現在の日本の予算（歳出）の中で、３０兆以上
使っていて、最も支出の多い項目は何か。ア、国
債費　イ、公共事業　ウ、社会保障関係費

37 国会の本会議は、総議員の（①）以上が出席しないと
成り立たない。このような、会議を有効にするための
最小限度の出席者数を（②）という。

① ②

38 地方議員や首長へのリコール（解職請求）には
有権者の（　）以上の署名が必要である。地方
議会の解散の要求にも同じだけの署名が必要。

39 地方自治体への条例の制定・改廃や監査請求
は、有権者の（　）以上の署名が必要である。



40 １回の参議院議員選挙では、比例代表制によっ
て（　）名の議員が選出される。

41 衆議院の小選挙区制の選挙区は全国で（
　）ある。算用数字で答えよ。

42 参議院の選挙区制の選挙区は全国で
（　）ある。算用数字で答えよ。

43 通常国会は毎年１月、主に（①）を審議するた
めに召集される。会期は（②）日間である。

① ②

44 臨時国会は、内閣が必要と認めた時。あるいは
どちらかの議院で総議員の（　）以上の要求が
あった時に召集される。

45 衆議院が解散されると、（①）日以内に衆議院
の総選挙が行われ、その選挙の日から（②）日
以内に特別国会を召集しなければならない。

① ②

46 法律案で、衆議院が可決、参議院が否決した場
合は、衆議院で出席議員の（　）以上で再可決
した時は法律として成立する。

47 憲法改正は衆参両議院の総議員の（①）で発議
し、その後（②）で過半数が賛成すれば成立す
る。

① ②

48 近年、市町村合併がさかんに行われた（平成の
大合併）。現在の市町村数は約どれくらいか。
ア、約1000　イ、約1700　ウ、約3200

49 地方公共団体の仕事としてあてはまらないもの
を選んで記号で答えよ。　ア、小中学校の運営　
イ、郵便　ウ、ごみ収集　エ、消防　オ、警察

50 収入の少ない地方自治体に対して、国から支給
される使いみち自由な補助金を（　）という。



1 日本国憲法は、国の（　）であって、それに違
反する法律、命令などは無効とされる。 最高法規

2 11月3日は日本国憲法が公布された日で（①）
という祝日になっている。５月３日は日本国憲
法が施行された日で（②）という祝日になって
いる。

①文化の日 ②憲法記念日

3 自由権のうち、だれかのどれいにされたり、自
由を奪われたり、強制労働させられたりするこ
とのない自由を何というか。

身体の自由

4 自由権の「精神の自由」のうち、どんな宗教を
信じても信じなくてもよい自由を何というか。 信教の自由

5 自由権のうち、自分の住みたいところに住み、
職業を自由に選択し、私有財産を自由に持てる
自由を何というか。

経済活動の自由

6 労働三権とは団結権と団体（①）権、さら
にストライキを行う団体（②）権のことを
いう。

①交渉 ②行動

7 憲法に書かれていない新しい権利である、国な
どが持っている情報の公開を国民が求める権利
を何というか。

知る権利

8 天皇は、国会の（①）に基づいて内閣総理大臣
を（②）する。 ①指名 ②任命

9 天皇の国事行為として正しくないものをすべて
選びなさい。ア。内閣総理大臣の任命　イ、国政
の調査　ウ、法律の公布　エ、衆議院の解散の
決定

イエ（イは国会、エは内閣）

10 自衛隊は軍人でない人によって統制することが徹底さ
れているが、この原則を（①）という。現在の自衛隊
の最高指揮監督権は（②）が持っている。

①文民統制（シビ
リアンコントロール）

②内閣総理大臣

11 国会は唯一の立法機関として（①）を制定し、
内閣は①を実施するための命令である（②）を
制定する。

①法律 ②政令

社会まとめテスト【日本の政治】

氏名 満点　とれ太 得点 各２点



12 次の中から衆議院と参議院が対等なものをすべ
て答えよ。   ア　予算の議決　イ　弾劾裁判所
の設置　 ウ　国政調査権　 エ　憲法改正の発議

イ、ウ、エ（暗記法「こんだけ」）

13 国会の働きとして正しくないものをすべて選び
なさい。ア。内閣総理大臣の指名　イ、外国と条
約を締結　ウ、予算の議決　エ、弾劾裁判を行
う

イ（イは内閣）

14 予算、条約、内閣総理大臣の指名で、衆参両院
が異なった議決をした場合は、必ず（①）を開
き、それでも意見が一致しない時は（②）の議
決を国会の議決とする。（再可決の必要なし！）

①両院協議会 ②衆議院

15 国会において、外部の学者や専門家の意見を聞
く（　）が開かれる。 公聴会

16 国の政治が正しく行われているかどうか、証人
喚問などをして調査する国会の権限を何という
か。

国政調査権

17 重大なあやまちをおかした裁判官を辞めさせる
かどうかを決める、国会議員によって裁かれる
裁判を（　）という。

弾劾裁判

18 内閣は国会に対して政治上の責任を連帯して負っ
ている。この制度を何というか、漢字で答え
よ。

議院内閣制

19 総理大臣が中心となり、国務大臣が全員出席し
て行う会議を（①）という。またこの会議の決
定方法は（②）である。

①閣議 ②全会一致

20 国務大臣の過半数は（　）でなければならな
い。 国会議員

21 政権を担当している政党を（①）といい、それ
以外の政党を（②）という。 ①与党 ②野党

22 医療・年金など社会福祉・労働に関する仕事を
行う省を（　）省という。 厚生労働

23 地方自治・情報通信・選挙に関する仕事を行う
省を（①）省といい、道路や鉄道、船舶・気象
に関する仕事を行う省を（②）省という。

①総務 ②国土交通

24 裁判で第一審から第二審に訴えることを（①）
といい、第二審から第三審に訴えることを
（②）という。

①控訴 ②上告

25 法律などが憲法に違反していないかどうかを調
べる裁判所の権限を（　）という。 違憲立法審査権



26 最高裁判所の裁判官は、衆議院議員総選挙の際
に国民から（　）を受ける。 国民審査

27 2009年から導入された制度で、国民の中から選
ばれた６名が、３名の裁判官とともに刑事裁判
を行う制度を何というか。

裁判員制度

28 一つの機関に権力が集中しないよう、国家
の権力を分ける仕組みを（①）という。ま
たこの考えを「法の精神」という著書で主
張したフランス人は（②）である。

①三権分立 ②モンテスキュー

29 選挙の手続きなどを定めた法律を（　）とい
う。 公職選挙法

30 選挙区ごとの人口が違うため、選挙区によって
有権者が投じる票の価値に差が出てきてしまう
ことを（　）という。

一票の格差

31 最近の選挙ではきまった支持政党を持たない
人々の投票の動きが、選挙の結果に大きな影響
を与えるが、これらの人々をなんと言うか。

無党派層

32 選挙の当日に投票できない有権者が、選挙の前
日までの期間に投票できる制度を（　）とい
う。

期日前投票

33 次の中で社会保険でないものはどれか。　　
ア、健康保険　イ、生命保険　ウ、介護保険　
エ、雇用保険

イ（民間会社が行う）

34 社会保障制度の中で、所得の少ない人などに生活費を
国が支給することを（①）といい、身体障害者や身寄
りのない人への援助を（②）という。

①生活保護　
（公的扶助） ②社会福祉

35 税金のうち、個人の収入にかけられる税を
（①）税といい、会社の利益にかけられる税を
（②）税という。

①所得 ②法人

36 現在の日本の予算（歳出）の中で、３０兆以上
使っていて、最も支出の多い項目は何か。ア、国
債費　イ、公共事業　ウ、社会保障関係費

ウ

37 国会の本会議は、総議員の（①）以上が出席しないと
成り立たない。このような、会議を有効にするための
最小限度の出席者数を（②）という。

①3分の1 ②定足数

38 地方議員や首長へのリコール（解職請求）には
有権者の（　）以上の署名が必要である。地方
議会の解散の要求にも同じだけの署名が必要。

３分の１

39 地方自治体への条例の制定・改廃や監査請求
は、有権者の（　）以上の署名が必要である。 ５０分の１



40 １回の参議院議員選挙では、比例代表制によっ
て（　）名の議員が選出される。

48（参議院は全242名で、選挙区は146

名、比例は96名だが、半数ずつ改選するの
で96の半数になる）

41 衆議院の小選挙区制の選挙区は全国で（
　）ある。算用数字で答えよ。 289

42 参議院の選挙区制の選挙区は全国で
（　）ある。算用数字で答えよ。

45（参議院は都道府県選挙区
だが合区のため）

43 通常国会は毎年１月、主に（①）を審議するた
めに召集される。会期は（②）日間である。 ①予算 ②150

44 臨時国会は、内閣が必要と認めた時。あるいは
どちらかの議院で総議員の（　）以上の要求が
あった時に召集される。

４分の１

45 衆議院が解散されると、（①）日以内に衆議院
の総選挙が行われ、その選挙の日から（②）日
以内に特別国会を召集しなければならない。

①40 ②30

46 法律案で、衆議院が可決、参議院が否決した場
合は、衆議院で出席議員の（　）以上で再可決
した時は法律として成立する。

３分の２

47 憲法改正は衆参両議院の総議員の（①）で発議
し、その後（②）で過半数が賛成すれば成立す
る。

①３分の２ ②国民投票

48 近年、市町村合併がさかんに行われた（平成の
大合併）。現在の市町村数は約どれくらいか。
ア、約1000　イ、約1700　ウ、約3200

イ

49 地方公共団体の仕事としてあてはまらないもの
を選んで記号で答えよ。　ア、小中学校の運営　
イ、郵便　ウ、ごみ収集　エ、消防　オ、警察

イ

50 収入の少ない地方自治体に対して、国から支給
される使いみち自由な補助金を（　）という。 地方交付税交付金（使いみち指定は

国庫支出金）


