
日 本 の 国 会  

□001
憲法41条を記した次の文の空欄に適語を入れよ 
「国会は、国権の【ア.　　　　】であって、国の唯一の
【イ.　　　　】である。」 ☆☆☆☆☆ ア.最高機関　イ.立法

機関

□002
憲法第41条で、国権の最高機関と規定されているのはど
こか

☆☆☆☆☆ 国会

□003
憲法第41条で、国の唯一の立法機関と規定されているの
はどこか

☆☆☆☆☆ 国会

□004
国民全員が話し合いに参加して意思決定をするような政治
体制を何というか

☆☆ 直接民主制

□005
国民による選挙で選ばれた代表者が話し合いに参加して意
思決定をするような政治体制を何というか

☆☆☆ 間接民主制（代議制）

□006
日本の国政は直接民主制、間接民主制のどちらで行われて
いるか

☆☆☆ 間接民主制

□007 現在の日本の国会に置かれる議院の名称を答えよ
☆☆☆☆☆ 衆議院と参議院

□008
国会に衆議院と参議院が置かれている日本の政治体制を何
というか

☆☆☆☆ 二院制

□009

二院制の長所と短所について説明した次の文の空欄に適語
を入れよ 
「二つの議院で審議を【ア.　　　】に行えるが、審議に
多くの【イ.　　　　】と【ウ.　　　　】がかかる」 ☆☆☆ ア.慎重　　イ.時間　　

ウ.費用

□010 大日本帝国憲法で置かれていた2つの議院の名前を答えよ
☆☆ 衆議院と貴族院

□011 選挙を担当する中央官庁はどこか
☆☆ 総務省

□012 選挙制度を細かく定めた法律は何か
☆☆☆ 公職選挙法

□013 衆議院の議員定数を答えよ
☆☆☆☆☆ 465名

□014

衆議院の選挙制度について説明した次の文の空欄に適語を
入れよ 
「衆議院の選挙区は、1選挙区から【ア.　　　】人が当選
する、【イ.　　　】選挙区制となっており、選挙区から
合計で【ウ.　　　】人が選出される」 ☆☆☆☆ ア.1　　イ.小　　

ウ.289
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□015

衆議院の選挙制度について説明した次の文の空欄に適語を
入れよ 
「衆議院の比例代表制は、全国を【ア.　　　】のブロッ
クに分け、投票用紙には【イ.　　　】を記入する。政党
は、立候補者には順位を【ウ.　　　】」 ☆☆☆ ア.11　　イ.政党の名

前のみ　　ウ.つける

□016 参議院の議員定数は何人か
☆☆☆☆☆

248名 
（2022年選挙までは

245名）

□017

参議院の選挙制度について説明した次の文の空欄に適語を
入れよ 
「参議院の選挙区は、原則として【ア.　　　】が1つの選
挙区となり、1つの選挙区から【イ.　　　】人が当選し、
選挙区から合計で【ウ.　　　】人が選出される」 ☆☆☆☆ ア.都道府県　　イ.数

（2～12）　　ウ.146

□018
参議院の都道府県選挙区で、合区となっている都道府県の
組み合わせを全て答えよ

☆☆☆☆☆ 徳島県と高知県、島根
県と鳥取県

□019

参議院の選挙制度について説明した次の文の空欄に適当な
語を入れよ 
「参議院の比例代表制は、全国を【ア.　　　】つの選挙
区とし、投票用紙には【イ.　　　】を記入する。政党
は、立候補者には順位を【ウ.　　　】（例外あり）」 ☆☆☆☆

ア.1  　　イ.政党名か
候補者名　　ウ.つけな

い

□020
参議院の比例代表区で一部の例外を除き使われる、当選の
優先順位付けのない名簿による選挙方式は何か

☆☆ 非拘束名簿式

□021
衆議院の比例ブロックで使われる、当選の優先順位づけが
される名簿による選挙方式は何か

☆☆ 拘束名簿式

□022
参議院の比例区で、合区となる都道府県選出議員を守るた
めに導入されたものは何か

☆☆☆ 特定枠

□023 選挙の日に投票に行けないものが投票する手段は何か
☆☆☆ 期日前投票

□024 衆議院議員の任期と、解散の有無を答えよ
☆☆☆☆☆ 4年、解散あり

□025 参議院議員の任期と、解散の有無を答えよ
☆☆☆☆☆ 6年、解散なし

□026
参議院議員選挙は何年に1回行われるか。なお、解散のた
めに時期が決まっていない場合には、そのように答えよ

☆☆☆☆ 3年に1回

□027
衆議院議員総選挙の選挙権は何歳以上の男女に与えられる
か

☆☆☆☆☆ 18歳以上

□028 参議院議員選挙の選挙権は何歳以上の男女に与えられるか
☆☆☆☆☆ 18歳以上
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□029
衆議院議員総選挙の被選挙権は何歳以上の男女に与えられ
るか

☆☆☆☆☆ 25歳以上

□030
参議院議員選挙の被選挙権は何歳以上の男女に与えられる
か

☆☆☆☆☆ 30歳以上

□031
国会の本会議はテレビを通じて公開されることがあるかな
いか

☆☆ ある

□032 毎年1月から150日間の会期で開催される国会は何か
☆☆☆☆☆ 通常国会（常会）

□033 通常国会が開催されるのはどのようなときか
☆☆☆☆ 毎年1月から150日間

開催される

□034 通常国会での主な議題は何か
☆☆☆☆ 毎年1月から150日間

開催される

□035
内閣が必要と認めるか、衆参どちらかの総議員の4分の1
以上の要求があったときに開催される国会は何か

☆☆☆☆ 臨時国会（臨時会）

□036 臨時国会が開催されるのはどのようなときか
☆☆☆☆

内閣が必要と認める
か、衆参どちらかの総
議員の4分の1以上の要

求があったとき

□037
衆議院の解散総選挙後、30日以内に開催される国会は何
か

☆☆☆☆ 特別国会

□038 特別国会が開かれるのはどのようなときか
☆☆☆☆ 衆議院解散総選挙後10

日以内

□039 特別国会での主な議題は何か
☆☆☆☆☆ 内閣総理大臣の指名

□040 内閣総理大臣の指名をおこなう国会は何か
☆☆☆ 特別国会

□041
衆議院解散中に、内閣の招集で開かれることがある国会は
何か

☆☆ 参議院の緊急集会

□042
衆参両議院それぞれで、議員全員が参加して行われる話し
合いを何というか

☆☆☆☆ 本会議

□043
国会本会議の成立に必要な出席議員の人数（定足数）はど
れだけか

☆☆☆ 総議員の3分の1

□044
国会本会議での議案の採決に必要な賛成票の数はどれだけ
か

☆☆☆ 出席議員の過半数
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□045
衆参両議院での議決が異なった際に、意見を調整するため
に開かれる会議は何か

☆☆☆☆ 両院協議会

□046
法律案を国会に提出することができるのはだれ（何）か、
全て答えよ

☆☆☆☆ 国会議員、内閣

□047
法律案ははじめ衆参どちらの議院に提出されるか。どちら
でもよい場合は、どちらでもよいと答えよ

☆☆☆ どちらでもよい

□048
法律案を本会議で採決する前に、分野ごとに少人数の議院
で審議する会議は何か

☆☆☆☆ 委員会

□049
法律案の審議のさいに、専門家や学者の意見を聞く会議は
何か

☆☆ 公聴会

□050
法律案が衆参両議院で可決され、法律が成立したことを公
布するのはだれか

☆☆☆☆ 天皇

□051
予算案ははじめ衆参どちらの議院に提出されるか。どちら
でもよい場合は、どちらでもよいと答えよ

☆☆☆☆☆ 衆議院

□052
予算案を国会に提出することができるのはだれ（何）か、
全て答えよ

☆☆☆ 内閣

□053 国会が内閣の退陣を求めるための決議は何か
☆☆☆☆☆ 内閣不信任決議

□054
内閣不信任決議が可決された場合、内閣は何日以内にどう
するか

☆☆☆☆☆ 10日以内に衆議院解散
か内閣総辞職

□055 内閣不信任決議を行えるのはだれ（何）か
☆☆☆☆☆ 衆議院

□056 問題のある裁判官を辞めさせるための裁判は何か
☆☆☆☆ 弾劾裁判

□057 弾劾裁判所が設置される場所はどこか
☆☆ 国会内

□058 弾劾裁判によって裁かれるのはだれ（何）か
☆☆☆ 裁判官

□059
行政の問題について、国会が証人や参考人を呼び記録を調
査する権利を何というか

☆☆☆ 国政調査権

□060 国政調査権を持っているのはだれ（何）か
☆☆☆ 国会（衆参両議院）
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□061
国会の仕事として間違っているものを選べ 
【ア.憲法改正の決議　　イ.条約の承認　　ウ.弾劾裁判所
の設置　　エ.決算の承認】 ☆☆☆☆☆ ア.憲法改正の決議

□062
国会の仕事として間違っているものを選べ 
【ア.憲法改正の発議　　イ.条約の締結　　ウ.国政調査権　　
エ.予算の議決】 ☆☆☆☆☆ イ.条約の締結

□063
国会の仕事として正しいものを選べ 
【ア.法令審査権　　イ.条約の承認　　ウ.最高裁判所長官
の指名　　エ.内閣総理大臣の任命】 ☆☆☆ イ.条約の承認

□064
国会の仕事として正しいものを選べ 
【ア.予算の作成　　イ.憲法改正の決議　　　ウ.国政調査
権　　　エ.最高裁判所裁判官の任命】 ☆☆☆ ウ.国政調査権

□065 憲法改正の手続きを定めているのは憲法第何条か
☆☆☆☆☆ 憲法第96条

□066 国会が憲法改正に対して行えることは何か
☆☆☆☆☆ 憲法改正の発議

□067 国会が憲法改正の発議をするのに必要な人数はどれだけか
☆☆☆☆☆ 総議員の3分の2

□068

憲法第96条の空欄に適語を入れよ 
「この憲法の改正は、各議院の総議員の【ア.　　　】以
上の賛成で、国会がこれを【イ.　　　】し、国民に提案
して（略）」 ☆☆☆ ア.三分の二　イ発議

□069
憲法第96条の空欄に適語を入れよ 
「この承認には、特別の【ア.　　　】又は（中略）にお
いて、その【イ.　　　】の賛成を必要とする」 ☆☆☆☆☆ ア.国民投票　イ過半数

□070 憲法改正の発議はこれまでに何回行われたか
☆☆☆☆☆ 0回

□071

衆議院に優越がある理由を説明した次の文の空欄に適語を
入れよ 
「衆議院は任期が【ア.　　　】く、解散が【イ.　　　】
ため、【ウ.　　　】をより強く反映しているから」 ☆☆☆☆ ア.短　イ.ある　ウ.直

近の民意

□072 衆参両議院で優越が認められているのはどちらか
☆☆☆☆☆ 衆議院

□073
衆議院の議決が優先されたり、内閣不信任や予算先議権が
衆議院のみにあることを何というか

☆☆☆☆☆ 衆議院の優越

□074
参議院で否決された法律案を、衆議院で再可決するために
必要な賛成数はどれだけか

☆☆☆☆ 出席議員の3分の2

□075
衆議院の優越が認められていないものを選べ 
【ア.内閣総理大臣の指名　　イ.予算の議決　　ウ.条約の
承認　　エ.国政調査権】

☆☆☆☆ エ.国政調査権
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□076
衆議院の優越が認められていないものを選べ 
【ア.憲法改正の発議　　イ.予算の議決　　ウ.条約の承認　　
エ.内閣総理大臣の指名】 ☆☆☆ ア.憲法改正の発議

□077

衆議院にのみ認められているものとして正しくないものを
選べ 
【ア.予算先議権　　イ.内閣不信任決議　　ウ.弾劾裁判所
の設置　　エ.法案の再可決】 ☆☆☆ ウ.弾劾裁判所の設置

□078

衆議院にのみ認められているものとして正しくないものを
選べ 
【ア.予算先議権　　イ.憲法改正の発議　　ウ.内閣不信任
決議　　エ.法案の再可決】 ☆☆☆ イ.憲法改正の発議

□079
議会で多数を占めた政党が内閣を組織して政治を行うこと
を何というか

☆☆☆☆☆ 政党政治

□080
日本初の本格的な政党政治を行った、1918年に成立した
内閣の総理大臣は誰か

☆☆☆☆ 原敬

□081 議会で多数を占め、内閣を組織する政党を何というか
☆☆☆☆☆ 与党

□082
議会では少数派となり、内閣に加わらない政党を何という
か答えなさい

☆☆☆☆☆ 野党

□083 複数の政党が与党となる内閣を何というか答えなさい
☆☆☆ 連立内閣

□084
政党や候補者が、選挙の際に有権者に対して、当選後に実
行すると約束する政策を何というか答えなさい

☆☆☆ 公約

□085
具体的な期限や数値目標を持った公約を何というか答えな
さい

☆ マニフェスト

□086
選挙に際し、特定の支持政党を持たずに投票を行う人々を
何というか答えなさい

☆☆☆ 無党派層
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日本の国会　解答  

001
ア.最高機関　イ.立法
機関

憲法第41条で、国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関とされている

002 国会
憲法第41条で、国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関とされている

003 国会
憲法第41条で、国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関とされている

004 直接民主制
国民全員による直接民主制は現実的に不可能なため、日本では選挙で選ばれた代表
が話し合う間接民主制がとられる

005 間接民主制（代議制）
国民全員による直接民主制は現実的に不可能なため、日本では選挙で選ばれた代表
が話し合う間接民主制がとられる

006 間接民主制
国民全員による直接民主制は現実的に不可能なため、日本では選挙で選ばれた代表
が話し合う間接民主制がとられる

007 衆議院と参議院
日本の国会は衆議院と参議院からなる、二院制をとっている

008 二院制
日本の国会は衆議院と参議院からなる、二院制をとっている

009
ア.慎重　　イ.時間　　
ウ.費用

二院制は二つの議院で審議を慎重に行えるが、審議に多くの時間と費用がかかる

010 衆議院と貴族院
大日本帝国憲法では衆議院と貴族院がおかれ、貴族院には天皇が出席していたた
め、今でも参議院の議場に天皇の玉座がある

011 総務省
選挙は総務省内に設置された選挙管理委員会によって実施・運営される

012 公職選挙法
選挙制度は公職選挙法によって定められている

013 465名
衆議院の議員定数は465名で、小選挙区から289名、比例代表制から176名が選出
される

014
ア.1　　イ.小　　
ウ.289

衆議院の選挙区は1選挙区から1人を選出する小選挙区制で、289の選挙区がある

015
ア.11　　イ.政党の名
前のみ　　ウ.つける

衆議院の比例代表制は、全国を11のブロックに分け、投票用紙には政党名を記入
する。政党は、立候補者に順位をつける



016 248名
参議院の議員定数は242名で、選挙区から148名、比例代表制から100名が選出さ
れる

017
ア.都道府県　　イ.数
（2～12）　　ウ.146

参議院の選挙区は、原則として都道府県が1つの選挙区となり、1つの選挙区から
数人が当選し、選挙区から合計で146人が選出される

018
徳島県と高知県、島根
県と鳥取県

参議院の選挙区は原則として各都道府県が1つの区になるが、徳島県と高知県、島
根県と鳥取県は2県で1つの区となる

019
ア.1  　　イ.政党名か
候補者名　　ウ.つけ
ない

参議院の比例代表制は、全国を１つの選挙区とし、投票用紙には政党名か候補者名
を記入する。政党は、立候補者には順位をつけない

020 非拘束名簿式
参議院の比例代表選挙は、例外を除き当選の優先順位がない非拘束名簿方式

021 拘束名簿式
衆議院の比例代表選挙は、名簿の上位から当選する拘束名簿方式

022 特定枠
参議院の比例代表で優先的に当選できる特定枠の制度を、ある政党が悪用して当選
者を出した

023 期日前投票
2003年から期日前投票制度が開始され、投票日の前に投票できるようになった

024 4年、解散あり
衆議院議員の任期は4年で、任期中の解散がある

025 6年、解散なし
参議院議員の任期は6年で、任期中の解散はない

026 3年に1回
参議院議員の任期は6年だが、3年に1回半数が改選される

027 18歳以上
衆参両議院とも、選挙権は18歳から与えられる

028 18歳以上
衆参両議院とも、選挙権は18歳から与えられる

029 25歳以上
衆議院議員の被選挙権は25歳以上、参議院議員の被選挙権は30歳以上から

030 30歳以上
衆議院議員の被選挙権は25歳以上、参議院議員の被選挙権は30歳以上から

031 ある
国会本会議はテレビやインターネットで放送されることがある



032 通常国会（常会）
毎年1月から150日間開催される通常国会では、主に次年度の予算案について審議
する

033
毎年1月から150日間
開催される

毎年1月から150日間開催される通常国会では、主に次年度の予算案について審議
する

034
毎年1月から150日間
開催される

毎年1月から150日間開催される通常国会では、主に次年度の予算案について審議
する

035 臨時国会（臨時会）
臨時国会は通常国会の閉会中、内閣が必要と認めるか、衆参どちらかの総議員の4
分の1以上の要求があったときに開催される

036

内閣が必要と認める
か、衆参どちらかの総
議員の4分の1以上の
要求があったとき

臨時国会は通常国会の閉会中、内閣が必要と認めるか、衆参どちらかの総議員の4
分の1以上の要求があったときに開催される

037 特別国会
衆議院解散総選挙後30日以内に特別国会が開かれ、内閣総理大臣が指名される

038
衆議院解散総選挙後
10日以内

衆議院解散総選挙後30日以内に特別国会が開かれ、内閣総理大臣が指名される

039 内閣総理大臣の指名
衆議院解散総選挙後30日以内に特別国会が開かれ、内閣総理大臣が指名される

040 特別国会
衆議院解散総選挙後30日以内に特別国会が開かれ、内閣総理大臣が指名される

041 参議院の緊急集会
衆議院解散中は参議院も閉会しているが、特別の事態で内閣の招集により参議院の
緊急集会を開くことができる

042 本会議
議員全員が参加する本会議の成立には総議員の3分の1の出席が必要で、出席議員
の過半数の賛成で議案は採決される

043 総議員の3分の1
議員全員が参加する本会議の成立には総議員の3分の1の出席が必要で、出席議員
の過半数の賛成で議案は採決される

044 出席議員の過半数
議員全員が参加する本会議の成立には総議員の3分の1の出席が必要で、出席議員
の過半数の賛成で議案は採決される

045 両院協議会
衆参両議院での議決が異なる場合、両院協議会で意見の調整を行う

046 国会議員、内閣
法律案を国会に提出することができるのは国会議員（議員立法）と内閣（政府立
法）

047 どちらでもよい
法律案は衆参どちらの議院に提出してもよい



048 委員会
法律案は本会議にかける前に、分野ごとに設置された委員会で審議される

049 公聴会
法律案の審議に際し、専門家や学者の意見が必要なときは、公聴会が開かれる

050 天皇
成立した法律は天皇により公布される

051 衆議院
予算案はかならず衆議院で先に審議される（衆議院の優越・予算先議権）

052 内閣
予算案は内閣が作成し、衆議院に提出する

053 内閣不信任決議
衆議院が内閣不信任決議を可決した場合、10日以内に衆議院を解散するか、内閣
総辞職する

054
10日以内に衆議院解
散か内閣総辞職

衆議院が内閣不信任決議を可決した場合、10日以内に衆議院を解散するか、内閣
総辞職する

055 衆議院
脂肪はたん液、すい液、腸液で分解され、脂肪酸とモノグリセリドいう物質に変化
して吸収される

056 弾劾裁判
問題のある裁判官を辞めさせるために、国会内に設置された弾劾裁判所で弾劾裁判
をおこなう

057 国会内
問題のある裁判官を辞めさせるために、国会内に設置された弾劾裁判所で弾劾裁判
をおこなう

058 裁判官
問題のある裁判官を辞めさせるために、国会内に設置された弾劾裁判所で弾劾裁判
をおこなう

059 国政調査権
行政の問題について、国会が証人や参考人を呼び記録を調査する権利を国政調査権
という

060 国会（衆参両議院）
行政の問題について、国会が証人や参考人を呼び記録を調査する権利を国政調査権
という

061 ア.憲法改正の決議
国会の仕事には法律の作成、予算と決算の議決、条約の承認、弾劾裁判所の設置、
国政調査権、憲法改正の発議がある

062 イ.条約の締結
国会の仕事には法律の作成、予算と決算の議決、条約の承認、弾劾裁判所の設置、
国政調査権、憲法改正の発議がある

063 イ.条約の承認
国会の仕事には法律の作成、予算と決算の議決、条約の承認、弾劾裁判所の設置、
国政調査権、憲法改正の発議がある



064 ウ.国政調査権
国会の仕事には法律の作成、予算と決算の議決、条約の承認、弾劾裁判所の設置、
国政調査権、憲法改正の発議がある

065 憲法第96条
憲法第96条で、憲法改正についての手続きを定めている

066 憲法改正の発議
国会が総議員の3分の2以上の賛成で憲法改正を発議すると、憲法改正の国民投票
が行われる

067 総議員の3分の2
国会が総議員の3分の2以上の賛成で憲法改正を発議すると、憲法改正の国民投票
が行われる

068 ア.三分の二　イ発議
国会が総議員の3分の2以上の賛成で憲法改正を発議すると、憲法改正の国民投票
が行われる

069
ア.国民投票　イ過半
数

国会が総議員の3分の2以上の賛成で憲法改正を発議すると、憲法改正の国民投票
が行われる

070 0回
日本国憲法成立後、一度も憲法改正の発議は行われていない

071
ア.短　イ.ある　ウ.直
近の民意

衆議院は任期が短く、解散があるため、直近の民意をより強く反映するので優越が
認められる

072 衆議院
衆議院は任期が短く、解散があるため、直近の民意をより強く反映するので優越が
認められる

073 衆議院の優越
衆議院は任期が短く、解散があるため、直近の民意をより強く反映するので優越が
認められる

074 出席議員の3分の2
参議院で否決された法律案は、衆議院において出席議員の3分の2が賛成すると再
可決できる

075 エ.国政調査権
内閣総理大臣指名、予算の議決、条約の承認については衆議院の優越が認められる

076 ア.憲法改正の発議
内閣総理大臣指名、予算の議決、条約の承認については衆議院の優越が認められる

077 ウ.弾劾裁判所の設置
国政調査権、弾劾裁判所の設置、憲法改正発議には、衆議院の優越は認められない

078 イ.憲法改正の発議
国政調査権、弾劾裁判所の設置、憲法改正発議には、衆議院の優越は認められない

079 政党政治
議会で多数を占めた政党が内閣を組織して政治を行うことを政党政治という



080 原敬
1918年、立憲政友会の原敬が日本初の政党内閣を組織した

081 与党
議会で多数を占め、内閣を組織する政党が与党、内閣に加わらない政党を野党とい
う

082 野党
議会で多数を占め、内閣を組織する政党が与党、内閣に加わらない政党を野党とい
う

083 連立内閣
複数の政党が与党となる内閣を連立内閣という

084 公約
政党や候補者は、公約を掲げて選挙に臨む

085 マニフェスト
具体的な期限や数値目標のある公約をマニフェストという

086 無党派層
特定の支持政党がない層を無党派層という


