
日 本 国 憲 法 の 三 大 原 則  

□001
日本国憲法が制定される以前に、日本で使用されていた憲
法は何か

☆☆☆☆☆ 大日本帝国憲法

□002 日本国憲法の制定を命じた組織は何か
☆☆☆☆ 連合国軍最高司令官総

司令部（GHQ）

□003
日本国憲法の制定について正しいものはどれか 
A.GHQが制定した　　B.国民投票により制定した　　 
C.帝国議会での審議で制定した　　Ｄ．天皇が制定した ☆☆☆ C.帝国議会での審議で

制定した

□004 日本国憲法の公布された年月日はいつか
☆☆☆☆☆ 1946年11月3日

□005 日本国憲法の公布日は、現在何という祝日か
☆☆☆☆☆ 文化の日

□006 日本国憲法の施行された年月日はいつか
☆☆☆☆☆ 1947年5月3日

□007 日本国憲法の施行日は、現在何という祝日か
☆☆☆☆☆ 憲法記念日

□008
日本国憲法が国内の他の法律、命令の基盤となることを表
した、憲法第98条に規定された言葉は何か

☆☆☆☆☆ 国の最高法規

□009 日本国憲法の理念を表した、条文に付属する文章は何か
☆☆☆ （日本国憲法）前文

□010
日本国憲法の条文数を、【ア. 　　　】章【イ.　　　　】
条の形で答えよ

☆☆ ア.11　イ.103　（11
章103条）

□011 日本国憲法の三大原則は何か
☆☆☆☆☆ 国民主権、平和主義、

基本的人権の尊重

□012
日本国憲法前文の空欄に適語を入れよ 
「ここに【ア.　　　　】が【イ.　　　　】に存すること
を宣言し、この憲法を確定する」 ☆☆☆ ア.主権　　イ.国民

□013
日本国憲法前文の空欄に適語を入れよ 
「日本国民は、恒久の【　　　　　】を念願し」

☆☆☆ 平和

□014
「人民の、人民による、人民のための政治」という言葉を
演説した、アメリカ大統領は誰か

☆☆☆☆ リンカン（リンカー
ン）

□015
国民の意思によって国のあり方を決め、国民が政府をつく
る考え方を何というか

☆☆☆☆☆ 国民主権

日本国憲法の三大原則



□016 日本国憲法における、日本国の主権者は誰か
☆☆☆☆☆ 国民

□017
日本国憲法第1条の空欄に適語を入れよ 
「天皇は、日本国の【ア.　　　　】であり　（中略）　
主権の存する【イ.　　　　】の総意に基く ☆☆☆☆ ア.象徴　イ.日本国民

□018
国民主権と、天皇が日本国の象徴であることを明記したの
は日本国憲法第何条か

☆☆ 憲法第1条

□019
日本国憲法で、天皇の役割として定められた儀礼的行為を
何というか

☆☆☆☆ 国事行為

□020 天皇が国事行為を行う際に必要となるものは何か
☆☆☆☆ 内閣の助言と承認

□021
天皇の国事行為として正しいものはどれか 
A.内閣総理大臣の任命　　　　B.最高裁判所長官の指名 
C.衆議院解散の決定　　　　　 D.条約の承認 ☆☆☆ A.内閣総理大臣の任命

□022
天皇の国事行為として正しいもはどれか 
A.内閣総理大臣の指名　　　　B.最高裁判所裁判官の任命 
C.衆議院解散の宣言　　　　　 D.憲法改正の発議 ☆☆☆ C.衆議院解散の宣言

□023
戦争放棄と戦力の不保持を明記したのは日本国憲法第何条
か

☆☆☆☆☆ 憲法第9条

□024
日本国憲法第9条の空欄に適語を入れよ 
「国権の発動たる【ア.　　　　】と、【イ.　　　　】に
よる威嚇（中略）、永久にこれを放棄する」 ☆☆☆ ア.戦争　イ.武力

□025
日本国憲法第9条の空欄に適語を入れよ 
「陸海空軍その他の【ア.　　　　】は、これを保持しな
い。国の【イ.　　　　】は、これを認めない」 ☆☆☆ ア.戦力　イ.交戦権

□026
国の安全を保つため、日本を防衛することを主たる任務と
する組織は何か

☆☆☆☆ 自衛隊

□027
日本国憲法第11条の空欄に適語を入れよ 
「憲法が国民に保障する【ア.　　　　】は、【イ.　　　　
】として、現在及び将来の国民に与えられる」 ☆

ア.基本的人権　イ.侵
すことのできない永久

の権利

□028
日本国憲法第13条の空欄に適語を入れよ 
「国民の権利については、【　　　　　】に反しない限
り、（中略）、最大の尊重を必要とする」 ☆☆☆ 公共の福祉

□029
日本国憲法第12条の空欄に適語を入れよ 
「自由及び権利は、国民の【　　　　　】によつて、これ
を保持しなければならない」 ☆☆ 不断の努力

□030
基本的人権のうち、「強制的に働かされない」「好きな宗
教を信じてよい」「好きな職業に就いてよい」などの権利
を総称して何というか ☆☆☆☆☆ 自由権

□031
自由権のうち、「強制的に働かされない」「生命を奪われ
ない」権利を何というか

☆☆☆ 身体の自由
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□032
自由権のうち、「自由に発表してよい」「好きな宗教を信
じてよい」「集会を開いてよい」権利を何というか

☆☆☆ 精神の自由

□033
精神の自由のうち、好きな宗教を信じてもよいし、信じな
くともよい権利を何というか

☆☆☆☆ 信教の自由

□034
信教の自由を守るため、国の宗教的活動を禁じることを何
というか

☆☆☆ 政教分離の原則

□035
自由権のうち、「好きな職業についてよい」「好きな場所
に住んでよい」「財産を私有してよい」権利を何というか

☆☆☆ 経済活動の自由

□036
基本的人権のうち、生まれや性別などによって差別されな
い権利を何というか

☆☆☆☆☆ 平等権

□037
日本国憲法第14条の空欄に適語を入れよ 
「すべて国民は、【ア.　　　　】に【イ.　　　　】であ
つて、（中略）差別されない。」 ☆☆☆ ア.法の下　イ.平等

□038
人種や性別など不当な理由で、同じ機会が与えられないこ
とを何というか

☆☆☆ 差別

□039
基本的人権のうち、人間らしい豊かな生活を営む権利を何
というか

☆☆☆☆☆ 社会権

□040 社会権とは、どのような権利か説明せよ
☆☆☆ 人間らしい、豊かな生

活を営む権利

□041
日本国憲法第25条の空欄に適語を入れよ 
「すべて国民は、【ア.　　　　】で【イ.　　　　】な
【ウ.　　　　】の生活を営む権利を有する。」 ☆☆☆☆☆ ア.健康　イ.文化的　

ウ.最低限度

□042
日本国憲法第25条「健康で文化的な最低限度の生活」と
いう言葉が保障する権利は何か

☆☆☆ 生存権

□043 生存権を保障しているのは日本国憲法第何条か
☆☆☆☆ 憲法第25条

□044 基本的人権のうち、教育を受ける権利は何権に含まれるか
☆☆ 社会権

□045
国民の勤労の権利を保障するため、働く意思のある国民に
仕事を紹介する施設を何というか

☆ ハローワーク

□046 労働者が労働組合をつくる権利を何というか
☆☆☆ 団結権

□047
労働者が労働組合をつくり、組合として経営者と話し合う
権利を何というか

☆☆☆ 団体交渉権
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□048 労働者と労働組合がストライキを起こす権利を何というか
☆☆☆ 団体行動権（争議権）

□049
労働時間や賃金などの労働条件について定めた法律を何と
いうか

☆☆ 労働基準法

□050
基本的人権を守るために、国民が政治に参加する権利を何
というか

☆☆☆☆ 参政権

□051 国民の代表を選ぶ選挙に投票する権利を何というか
☆☆☆ 選挙権

□052 国民の代表を選ぶ選挙に立候補する権利を何というか
☆☆☆ 被選挙権

□053
人権が侵害されたときに、その救済を求めたり、公平な判
断を求める権利を何というか

☆☆☆☆ 請求権

□054
請求権のうち、争いごとや量刑に対し公平な判断を求める
権利を何というか

☆☆☆ 裁判を受ける権利

□055
無実であるのに罪に問われ、犯罪者として扱われることを
何というか

☆☆ えん罪

□056
憲法制定時には明記されなかったが、近年認められるよう
になったプライバシーの権利などを総称して何というか

☆☆☆ 新しい人権

□057
憲法に記載されていない「新しい人権」が保障される根拠
となる、憲法第13条に記載された権利を何というか

☆ 幸福追求権

□058
新しい人権のうち、日当たりや景観の保護などを求める権
利を総称して何というか

☆☆☆ 環境権

□059
新しい人権のうち、自分の知られたくない情報を公開しな
い権利を何というか

☆☆☆ プライバシーの権利

□060
新しい人権のうち、国や公的機関が持っている情報の公開
を求める権利を何というか

☆☆☆ 知る権利

□061 プライバシーの権利を守るために制定された法律は何か
☆☆ 個人情報保護法

□062 知る権利を守るために制定された法律の名前は何か
☆☆ 情報公開法

□063 日本国憲法で規定された、日本国民の三大義務は何か
☆☆☆ 納税、子に普通教育を

受けさせる、勤労

日本国憲法の三大原則



日本国憲法の三大原則　解答  

001 大日本帝国憲法
1889年に制定された大日本帝国憲法は、第2次世界大戦後の1947年まで使用され
た

002
連合国軍最高司令官総
司令部（GHQ）

第2次世界大戦後、日本を占領したGHQのが大日本帝国憲法の改正を命令した

003
C.帝国議会での審議で
制定した

1946年、女性も参加した帝国議会で大日本帝国憲法の改正案が審議された

004 1946年11月3日
1946年11月3日（現在の文化の日）に日本国憲法は公布された

005 文化の日
1946年11月3日（現在の文化の日）に日本国憲法は公布された

006 1947年5月3日
1947年5月3日（現在の憲法記念日）に日本国憲法は施行された

007 憲法記念日
1947年5月3日（現在の憲法記念日）に日本国憲法は施行された

008 国の最高法規
日本国憲法は国の最高法規であると、憲法第98条に規定されている

009 （日本国憲法）前文
日本国憲法は前文と11章103条からなる

010
ア.11　イ.103　（11
章103条）

日本国憲法は前文と11章103条からなる

011
国民主権、平和主義、
基本的人権の尊重

日本国憲法には国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三大原則がある

012 ア.主権　　イ.国民
日本国憲法前文で、「ここに主権が国民に存することを宣言し」と、国民主権につ
いて述べている

013 平和
日本国憲法前文で、「日本国民は、恒久の平和を念願」と平和主義について述べて
いる

014
リンカン（リンカー
ン）

「人民の、人民による、人民のための政治」は憲法前文にも同種の理念が記されて
いる

015 国民主権

日本国憲法では、国民主権を定めている



016 国民
日本国憲法では、国民主権を定めている

017 ア.象徴　イ.日本国民
日本国憲法第1条で、国民主権と天皇が象徴であることを規定している

018 憲法第1条
日本国憲法第1条で、国民主権と天皇が象徴であることを規定している

019 国事行為
日本国憲法では、天皇の役割を儀礼的な国事行為に限定して定めている

020 内閣の助言と承認
天皇の国事行為に際しては、内閣の助言と承認が必要になる

021 A.内閣総理大臣の任命
国会の指名に基づき、内閣総理大臣を任命することは天皇の国事行為の1つである

022 C.衆議院解散の宣言
衆議院の解散や総選挙の公示は天皇の国事行為の1つである

023 憲法第9条
日本国憲法第9条で、平和主義について明記している

024 ア.戦争　イ.武力
日本国憲法第9条1項で、戦争放棄を明記している

025 ア.戦力　イ.交戦権
日本国憲法第9条2項で、戦力の不保持を明記している

026 自衛隊
自衛隊は、国の安全を保ち日本を防衛するための組織である

027
ア.基本的人権　イ.侵
すことのできない永久
の権利

日本国憲法第11条で、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」としてい
る

028 公共の福祉
基本的人権は「公共の福祉」に反しない限り尊重される

029 不断の努力
基本的人権は国民の不断の努力により守られる

030 自由権
基本的人権の中には自由権、平等権、社会権、参政権、請求権などがある

031 身体の自由
自由権の中には、身体の自由、精神の自由、経済活動の自由がある



032 精神の自由
自由権の中には、身体の自由、精神の自由、経済活動の自由がある

033 信教の自由
好きな宗教を信じても、信じなくてもよい権利を信教の自由という

034 政教分離の原則
信教の自由のため、国や公的機関の宗教的活動を禁じたことを政教分離の原則とい
う

035 経済活動の自由
自由権の中には、身体の自由、精神の自由、経済活動の自由がある

036 平等権
基本的人権の中には自由権、平等権、社会権、参政権、請求権などがある

037 ア.法の下　イ.平等
憲法第14条で、法の下の平等を規定している

038 差別
憲法では平等権を定めているが、男女差別や人種差別はいまだ残っている

039 社会権
基本的人権の中には自由権、平等権、社会権、参政権、請求権などがある

040
人間らしい、豊かな生
活を営む権利

人間らしい豊かな生活を営む社会権として、生存権や教育・勤労の権利、労働三権
が規定されている

041
ア.健康　イ.文化的　
ウ.最低限度

憲法第25条「健康で文化的な最低限度の生活」が生存権を保障している

042 生存権
憲法第25条「健康で文化的な最低限度の生活」が生存権を保障している

043 憲法第25条
憲法第25条「健康で文化的な最低限度の生活」が生存権を保障している

044 社会権
人間らしい豊かな生活を営む社会権として、生存権や教育・勤労の権利、労働三権
が規定されている

045 ハローワーク
勤労の権利を保障するため、国は仕事を紹介するハローワークを設置している

046 団結権
労働者の権利として団結権・団体交渉権・団体行動権の労働三権が認められている

047 団体交渉権
労働者の権利として団結権・団体交渉権・団体行動権の労働三権が認められている



048 団体行動権（争議権）
労働者の権利として団結権・団体交渉権・団体行動権の労働三権が認められている

049 労働基準法
労働条件について定めた労働基準法で、労働者を保護している

050 参政権
人権を守るための権利として参政権、請求権がある

051 選挙権
参政権には選挙権、被選挙権のほか国民投票や最高裁判所裁判官国民審査がある

052 被選挙権
参政権には選挙権、被選挙権のほか国民投票や最高裁判所裁判官国民審査がある

053 請求権
人権を守るための権利として参政権、請求権がある

054 裁判を受ける権利
請求権には裁判を受ける権利と国家賠償請求権がある

055 えん罪
無実であるのに罪に問われ、犯罪者として扱われることをえん罪という

056 新しい人権
環境権、プライバシーの権利、知る権利などは新しい人権といわれる

057 幸福追求権
憲法第13条で幸福追求権が規定されているので、新しい人権が保障される

058 環境権
新しい人権には環境権、プライバシーの権利、知る権利などがある

059 プライバシーの権利
新しい人権には環境権、プライバシーの権利、知る権利などがある

060 知る権利
新しい人権には環境権、プライバシーの権利、知る権利などがある

061 個人情報保護法
プライバシーの権利を守るため、個人情報保護法が制定された

062 情報公開法
知る権利を守るため、情報公開法が制定された

063
納税、子に普通教育を
受けさせる、勤労

納税の義務、子に普通教育を受けさせる義務、勤労の義務が日本国民の三大義務


