
内 閣 と 裁 判 所  

□001
国会が定めた法律や予算に従って、国の政治を執ることを
何というか

☆☆☆☆☆ 行政

□002
憲法第65条で、行政権を持つと定められている組織は何
か

☆☆☆☆☆ 内閣

□003 憲法第65条で、内閣に与えられた権利は何か
☆☆☆☆☆ 行政権

□004
内閣の長として、行政各部を指揮する権限を持つものを何
というか

☆☆☆☆☆ 内閣総理大臣

□005
総理大臣によって任命される、内閣を構成するものを何と
いうか

☆☆☆ 国務大臣

□006
憲法第66条で、国務大臣はすべて何でなければならない
と定められているか

☆☆ 文民

□007
憲法第67条で、内閣総理大臣は何の中から指名されると
定められているか

☆☆☆☆ 国会議員

□008 内閣総理大臣を指名する役割を持つのは誰（何）か
☆☆☆☆☆ 国会

□009 内閣総理大臣を任命する役割を持つのは誰（何）か
☆☆☆ 天皇

□010
15人の国務大臣がいる場合、民間人（国会議員でない
者）は何人まで国務大臣になれるか

☆ 7人

□011 自衛隊の最高指揮官と規定されているのは誰か
☆☆☆ 内閣総理大臣

□012
自衛隊の指揮権を内閣総理大臣に与える仕組みを何という
か

☆☆ 文民統制（シビリアン
＝コントロール）

□013 内閣総理大臣と国務大臣による会議を何というか
☆☆☆☆ 閣議

□014 内閣が定める命令を何というか
☆☆ 政令

□015
憲法第6条で、内閣によって指名されると規定されている
のは何か

☆☆ 最高裁判所長官
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□016
内閣の仕事として正しいものを選べ 
【ア.条約の承認　　イ.予算の議決　　ウ.国事行為への助
言と承認　　エ.違憲立法審査】 ☆☆☆☆☆ ウ

□017
内閣の仕事として正しいものを選べ 
【ア.条約の締結　　イ.決算の承認　　ウ最高裁長官の任
命　　エ.法律の公布】

☆☆☆☆ ア

□018
内閣の仕事として正しいものを選べ 
【ア.天皇の任命　　イ.法律の制定　　ウ.国会議員の指名　　
エ.予算案の提出】 ☆☆☆☆☆ エ

□019
内閣と、その指揮下にある行政機関をひとまとめにして何
というか

☆☆☆☆ 政府

□020
現在の日本政府を構成する省庁は、内閣府の他にいくつの
省庁があるか

☆☆ 12

□021 通信・選挙・地方自治などを担当するのは何省の仕事か

☆☆☆☆ 総務省

□022
総務省の仕事として正しいものを選べ 
【ア.スポーツ・芸術　イ.年金・医療　　ウ.気象・観光　
エ.通信・選挙】 ☆☆☆ エ

□023
出入国・刑務所の管理・刑の執行などを担当するのは何省
の仕事か

☆☆☆☆ 法務省

□024
法務省の仕事として正しいものを選べ 
【ア.出入国の管理　イ.年金・医療　　ウ.警察　エ.通
信・選挙】 ☆☆☆ ア

□025 外国との交渉・国際協力などを担当するのは何省の仕事か
☆☆☆☆ 外務省

□026 予算案の作成・税金出納などを担当するのは何省の仕事か
☆☆☆☆ 財務省

□027 農業・林業・漁業全般を担当するのは何省の仕事か

☆☆☆☆ 農林水産省

□028 観光・気象などを担当するのは何省の仕事か

☆☆☆☆ 国土交通省

□029
国土交通省の仕事として正しいものを選べ 
【ア.出入国の管理　イ.観光・気象　ウ.警察　エ.スポー
ツ・芸術】 ☆☆☆ イ
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□030 資源の輸入・電気・ガスなどを担当するのは何省の仕事か
☆☆☆☆ 経済産業省

□031
経済産業省の仕事として正しいものを選べ 
【ア.鉄道・道路　イ.観光・気象　　ウ.農業・漁業　エ.
資源輸入・電気】 ☆☆☆ エ

□032
国立公園の管理・原子力規制などを担当するのは何省の仕
事か

☆☆☆☆ 環境省

□033
環境省の仕事として正しいものを選べ 
【ア.原子力・国立公園　イ.観光・気象　　ウ.農業・漁業　
エ.資源輸入・電気】 ☆☆☆ ア

□034 医療・福祉などを担当するのは何省の仕事か
☆☆☆☆ 厚生労働省

□035
厚生労働省の仕事として正しいものを選べ 
【ア.原子力・国立公園　イ.観光・気象　　ウ.医療・福祉　
エ.資源輸入・電気】 ☆☆☆ ウ

□036 芸術・スポーツなどを担当するのは何省の仕事か
☆☆☆☆ 文部科学省

□037
文部科学省の仕事として正しいものを選べ 
【ア.原子力・国立公園　イ.観光・気象　　ウ.医療・福祉　
エ.芸術・スポーツ】 ☆☆☆ エ

□038 自衛隊・在日米軍基地などを担当するのは何省の仕事か
☆☆☆☆ 防衛省

□039 国家の行政機関で働くものを何というか
☆☆☆ 国家公務員

□040
政府の権限が拡大し、国民の負担が増大したのに対し、政
府の仕事を整理する動きを何というか

☆☆☆ 行政改革

□041
行政改革の1つの手段として、米の販売自由化や薬のネッ
ト販売許可などが行われたことを何というか

☆☆ 規制緩和

□042
行政改革のための民営化によって、「JR」となった国有
企業は何か

☆☆ 国鉄（日本国有鉄道）

□043
「国鉄」（日本国有鉄道）が民営化してできた会社の通称
をアルファベットで答えよ

☆☆☆☆ JR

□044
「電電公社」（日本電信電話公社）が民営化してできた会
社の通称をアルファベットで答えよ

☆☆☆☆ NTT

□045
内閣が、内閣総理大臣を指名した国会に対し政治上の責任
を連帯する制度を何というか

☆☆☆☆☆ 議院内閣制
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□046
内閣に行政を任せるのが不適格であると、国会が議決する
ことを何というか

☆☆☆☆☆ 内閣不信任

□047 内閣不信任決議を行えるのは何（だれ）か
☆☆☆☆☆ 衆議院

□048
内閣不信任決議について説明した文の空欄に適語を入れよ 
「内閣は【　　　】するか、10日以内に衆議院を解散
し、総選挙を行う」 ☆☆☆☆ 総辞職

□049
内閣不信任決議について説明した文の空欄に適語を入れよ 
「内閣は総辞職するか、【　　　】日以内に衆議院を解散
し、総選挙を行う」 ☆☆☆☆ 10

□050
内閣不信任決議について説明した文の空欄に適語を入れよ 
「内閣は総辞職するか、10日以内に【　　　　】を解散
し、総選挙を行う」 ☆☆☆☆ 衆議院

□051
憲法や法律に基づいて国民の権利を守り、社会の秩序を保
つために裁判を行う権限を何というか

☆☆☆☆☆ 司法権

□052
憲法第76条で、司法権を持つとされているものは何か簡
潔に答えよ

☆☆☆☆☆ 裁判所

□053
裁判をするにあたり、国会や政府などの影響によって判決
が左右されないことを何というか

☆☆☆☆☆ 司法権の独立

□054
憲法76条の空欄に適語を入れよ「すべて裁判官は、その
良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び【　　　
】にのみ拘束される」 ☆☆☆ 法律

□055
憲法76条の空欄に適語を入れよ 
「すべて裁判官は、その【　　　】に従ひ独立して（中
略）される」 ☆☆☆☆☆ 良心

□056 不適格な裁判官を辞めさせるための手続きを何というか
☆☆ 弾劾裁判

□057 弾劾裁判を行うのは何（だれ）か
☆☆ 国会

□058
最高裁判所裁判官を国民が辞めさせるための制度を何とい
うか

☆☆☆☆ 国民審査

□059 最高裁判所裁判官国民審査は何と同時に行われるか
☆☆☆ 衆議院議員総選挙

□060
裁判所の持つ、法律が憲法に違反していないか審査する権
利を何というか

☆☆☆☆☆ 違憲立法審査権

□061

違憲立法審査権を持つ裁判所について正しいものを選べ 
【ア.最高裁判所のみ　イ.最高裁判所と高等裁判所　ウ.最
高裁・高裁・地裁・簡裁　エ.最高裁・高裁・地裁・簡
裁・家裁】 ☆☆☆ エ
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□062
違憲立法審査の最終判断を下すため、最高裁判所につけら
れた別名は何か

☆☆☆☆☆ 憲法の番人

□063 最高裁判所は全国に何カ所設置されているか
☆☆☆☆ 1

□064
最高裁判所の大法廷では、長官と裁判官で合計何人が審理
に参加するか

☆ 15

□065
下級裁判所に含まれる裁判所について正しいものを選べ 
【ア.簡裁・家裁　イ.簡裁・家裁・地裁　ウ.簡裁・家裁・
地裁・高裁　エ.簡裁・家裁・地裁・高裁・最高裁】 ☆☆☆ ウ

□066 高等裁判所は全国に何カ所設置されているか
☆☆☆ 8

□067
高等裁判所の設置されている都市として正しいものを選べ 
【ア.新潟　　イ.熊本　　ウ.高松　　エ.岡山】

☆☆ ウ

□068 地方裁判所は全国に何カ所設置されているか
☆☆ 50

□069 地方裁判所が複数設置されている都道府県はどこか
☆ 北海道

□070 家庭裁判所は全国に何カ所設置されているか
☆ 50

□071 一般的な裁判の第一審を開始する裁判所は何か
☆☆☆ 地方裁判所

□072
交通違反の罰金刑など軽微な犯罪や、少額の金銭に関する
民事裁判の第一審を行う裁判所は何か

☆☆☆ 簡易裁判所

□073
財産や約束事、人権についての個人（団体）間の争いにつ
いての裁判を何というか

☆☆☆☆ 民事裁判

□074 民事裁判で、相手を訴えた側を何というか
☆☆☆☆☆ 原告

□075 民事裁判で、相手に訴えられた側を何というか

☆☆☆☆☆ 被告

□076 罪を犯した疑いがあるものを裁く裁判を何というか
☆☆☆☆ 刑事裁判
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□077 刑事裁判で、罪を犯した疑いで訴えられた者を何というか

☆☆☆ 被告人

□078 刑事裁判で、原告の立場で起訴するのは誰か

☆☆☆ 検事

□079 刑事裁判の第一審で適用されている制度は何か
☆☆☆☆☆ 裁判員制度

□080
裁判員が参加する裁判として正しいものを選べ 
【ア.民事裁判の第一審　イ.刑事裁判の第一審　　ウ.民事
裁判の最終審　エ.刑事裁判の最終審】 ☆☆☆☆ イ

□081 裁判員として刑事裁判の第一審に参加するのは何人か
☆☆☆ 6

□082 20才未満の犯罪に対して裁く法律を何というか
☆☆☆☆☆ 少年法

□083
20才未満の犯罪に対して行われる審判は、どの裁判所で
行われるか

☆☆☆ 家庭裁判所

□084
裁判の判決に不満がある場合、何回まで裁判を受けること
ができるか

☆☆☆☆☆ 3

□085
裁判の判決に不満がある場合、裁判のやり直しを求め上級
の裁判所に訴えられる制度を何というか

☆☆☆☆☆ 三審制

□086
第一審の判決に不満な場合、第二審を求め上級の裁判所に
訴えることを何というか

☆☆☆☆☆ 控訴

□087
第二審の判決に不満な場合、第三審を求め上級の裁判所に
訴えることを何というか

☆☆☆☆☆ 上告

□088
高等裁判所での判決に対し上告すると、次はどの裁判所に
なるか

☆☆☆☆ 最高裁判所

□089
地方裁判所での判決に対し控訴すると、次はどの裁判所に
なるか

☆☆☆ 高等裁判所

□090
地方裁判所での判決に対し上告すると、次はどの裁判所に
なるか

☆☆☆ 高等裁判所

□091
無実でありながら、誤った証拠などにより罪を犯したとさ
れてしまうことを何というか

☆☆☆ えん罪
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日本の国会　解答  

001 行政
国会が定めた法律や予算に基づいて、政治を執り行うことを行政といい、行政権は
内閣に属する

002 内閣
憲法第65条で、行政権は内閣に属すると定めている

003 行政権
憲法第65条で、行政権は内閣に属すると定めている

004 内閣総理大臣
内閣の長が内閣総理大臣で、他の国務大臣を任命する

005 国務大臣
内閣は内閣総理大臣と17名以内（2021年までは19名）の国務大臣によって構成
される

006 文民
憲法第66条で、国務大臣はすべて文民（軍人でないもの、現代の日本では自衛官
でないもの）であるよう定められている

007 国会議員
憲法第67条で、内閣総理大臣は国会議員の中から、国会の議決で指名されると定
められている

008 国会
憲法第67条で、内閣総理大臣は国会議員の中から、国会の議決で指名されると定
められている

009 天皇
国会で指名された内閣総理大臣の任命は、天皇の国事行為である

010 7人
国務大臣のうち、過半数は国会議員である必要があるので、民間人は15人中7人ま
でになる

011 内閣総理大臣
文民統制（シビリアンコントロール）の理念より、自衛隊の最高指揮官は内閣総理
大臣と定められている

012
文民統制（シビリアン
＝コントロール）

文民統制（シビリアンコントロール）の理念より、自衛隊の最高指揮官は内閣総理
大臣と定められている

013 閣議
内閣を構成する大臣の会議を閣議といい、原則的に非公開で全会一致を原則とする

014 政令
内閣によって定められる命令を政令という

015 最高裁判所長官

内閣は最高裁判所長官を指名し、天皇によって任命される



016 ウ
内閣の仕事には、天皇の国事行為への助言と承認がある

017 ア
内閣の仕事には、条約の締結があり、国会の承認を受けて条約が発効する

018 エ
内閣の仕事には、法律案・予算案の国会への提出がある

019 政府
内閣と省庁以下の行政機関をまとめて政府とよぶ

020 12
国の行政機関は、1府12省庁で構成されている

021 総務省
総務省は、通信・選挙・地方自治など、他の行政機関に含まれない様々な領域を担
当する

022 エ
総務省は、通信・選挙・地方自治など、他の行政機関に含まれない様々な領域を担
当する

023 法務省
法務省は、法律の整備・国民の権利の擁護・出入国・刑の執行などを担当している

024 ア
法務省は、法律の整備・国民の権利の擁護・出入国・刑の執行などを担当している

025 外務省
外務省は、外国との交渉や国際協力などを担当している

026 財務省
財務省は、予算案の作成や税の出納などを担当している

027 農林水産省
農林水産省は農業・林業・漁業全般を担当する

028 国土交通省
国土交通省は道路や鉄道の計画など国土の利用に加え、観光・気象などを担当する

029 イ
国土交通省は道路や鉄道の計画など国土の利用に加え、観光・気象などを担当する

030 経済産業省
経済産業省は貿易や経済活動全般に加え、資源の輸入や電力・ガス事業などを担当
する

031 エ
経済産業省は貿易や経済活動全般に加え、資源の輸入や電力・ガス事業などを担当
する



032 環境省
環境省は公害の防止と環境保全に加え、国立公園の管理や原子力事業などを担当す
る

033 ア
環境省は公害の防止と環境保全に加え、国立公園の管理や原子力事業などを担当す
る

034 厚生労働省
厚生労働省は医療・福祉・雇用などを担当する

035 ウ
環境省は公害の防止と環境保全に加え、国立公園の管理や原子力事業などを担当す
る

036 文部科学省
文部科学省は教育・研究に加え、芸術やスポーツなどを担当する

037 エ
文部科学省は教育・研究に加え、芸術やスポーツなどを担当する

038 防衛省
防衛省は自衛隊・在日米軍基地などを担当する

039 国家公務員
行政機関で働くものを公務員といい、特に国家機関で働くものを国家公務員という

040 行政改革
政府の権限が拡大し、国民の負担が増大したのに対し、政府の仕事を整理する動き
を行政改革という

041 規制緩和
行政改革の1つとして、政府の規制を縮小する規制緩和がある

042 国鉄（日本国有鉄道）
かつての国鉄（日本国有鉄道）は、民営化によってJRとなった

043 JR
かつての国鉄（日本国有鉄道）は、民営化によってJRとなった

044 NTT
かつての電電公社（日本電信電話公社）は、民営化によってNTTとなった

045 議院内閣制
内閣が、内閣総理大臣を指名した国会に対し政治上の責任を連帯する制度を議院内
閣制という

046 内閣不信任
議会が内閣を信任せず、辞職を求めるときには内閣不信任案決議を行う

047 衆議院
内閣不信任案決議は解散のある衆議院のみが行える



048 総辞職
内閣不信任案が決議されたとき、内閣は総辞職するか、10日以内に衆議院を解散
する

049 10
内閣不信任案が決議されたとき、内閣は総辞職するか、10日以内に衆議院を解散
する

050 衆議院
内閣不信任案が決議されたとき、内閣は総辞職するか、10日以内に衆議院を解散
する

051 司法権
憲法や法律に基づいて国民の権利を守り、社会の秩序を保つために裁判を行う権限
を司法権という

052 裁判所
司法権は最高裁判所と下級裁判所に属すると、憲法第76条で定めている

053 司法権の独立
裁判官が裁判をするにあたり、国会や政府などの影響によって判決が左右されない
ことを司法権の独立という

054 法律
憲法第76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この
憲法及び法律にのみ拘束される」は、裁判官の独立を定めている

055 良心
憲法第76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この
憲法及び法律にのみ拘束される」は、裁判官の独立を定めている

056 弾劾裁判
司法権の独立を守るため、裁判官は心身の故障・弾劾裁判・国民審査および定年以
外でその職を解かれることはない

057 国会
弾劾裁判所は国会内に設置され、国会議員によって弾劾裁判が行われる

058 国民審査
最高裁判所裁判官に対しては国民審査が行われ、過半数以上が同意すると裁判官の
職を解かれる

059 衆議院議員総選挙
最高裁判所裁判官国民審査は衆議院議員総選挙と同時に行われる

060 違憲立法審査権
全ての裁判所が、法律が憲法に違反していないか審査する違憲立法審査権を持つ

061 エ
違憲立法審査権は最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所
のすべてが持っている

062 憲法の番人
違憲立法審査の最終判断を下す最高裁判所は、憲法の番人とよばれる

063 1
最高裁判所は全国に1ヶ所、東京のみにある



064 15
最高裁判所は長官1名と裁判官14名の15名で構成され、大法廷は全員で構成する

065 ウ
最高裁判所以外の裁判所（高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所）は
下級裁判所に含まれる

066 8
高等裁判所は全国8ヶ所（札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・高松・広島・福岡）
に設置されている

067 ウ
高等裁判所は全国8ヶ所（札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・高松・広島・福岡）
に設置されている

068 50
地方裁判所は全国に50ヶ所（北海道に4ヶ所と、その他46都府県には1ヶ所ずつ）
設置されている

069 北海道
地方裁判所は全国に50ヶ所（北海道に4ヶ所と、その他46都府県には1ヶ所ずつ）
設置されている

070 50
家庭裁判所は全国に50ヶ所（北海道に4ヶ所と、その他46都府県には1ヶ所ずつ）
で、地方裁判所に併設されている

071 地方裁判所
一般的な裁判の第一審は地方裁判所で開かれる

072 簡易裁判所
軽微な犯罪や民事訴訟では、簡易裁判所で第一審が開かれる

073 民事裁判
財産や約束事、人権についての個人（団体）間の争いについての裁判を民事裁判と
いう

074 原告
民事裁判では、訴えた側が原告、訴えられた側が被告となる

075 被告
民事裁判では、訴えた側が原告、訴えられた側が被告となる

076 刑事裁判
罪を犯した疑いがあるものを裁く裁判を刑事裁判という

077 被告人
刑事裁判では、被告人に対し検事が原告の立場になって起訴する

078 検事
刑事裁判では、被告人に対し検事が原告の立場になって起訴する

079 裁判員制度
刑事裁判の第一審では、国民から選ばれた6名の裁判員が審理に参加する



080 イ
刑事裁判の第一審では、国民から選ばれた6名の裁判員が審理に参加する

081 6
刑事裁判の第一審では、国民から選ばれた6名の裁判員が審理に参加する

082 少年法
20才未満のものが犯した罪については、刑事処分ではなく保護更生のための処置
を下す少年法が適用され、家庭裁判所で審判を行う

083 家庭裁判所
20才未満のものが犯した罪については、刑事処分ではなく保護更生のための処置
を下す少年法が適用され、家庭裁判所で審判を行う

084 3
裁判の判決に不満がある場合、3回まで裁判を受けられる三審制が定められている

085 三審制
裁判の判決に不満がある場合、3回まで裁判を受けられる三審制が定められている

086 控訴
第一審のやり直しを求めることを控訴という

087 上告
第二審のやり直しを求めることを上告という

088 最高裁判所
高等裁判所で上告を行うと、第三審は最高裁判所になる

089 高等裁判所
地方裁判所で上告を行うと、第三審は高等裁判所になる

090 高等裁判所
地方裁判所で控訴すると、第二審は高等裁判所になる

091 えん罪
無実でありながら、誤った証拠などにより罪を犯したとされてしまうことをえん罪
という


