公民ランダム５
貨幣には、商品の●を測る働きがある

価値

被疑者は、自分に不利なことを言わなくてよい●が認められている

黙秘権

住人が自分たちの住んでいる地域を自主的に治めることをなんというか

地方自治

内閣は、天皇の●に●と●を与える

国事行為

生活に必要な、形のある食料品や衣類などを●、形のない医療や運輸などを●と
財
いう。

助言

承認

サービス

めっちゃ情報を使う社会をなんと言う？

情報社会（IT社会）

立法権・行政権・司法権を3つの機関に分けることを？

三権分立

労働者は●を結成し、給料を上げろ！と社長に要求することができる

労働組合

発展途上国に対して先進国の政府が行う開発援助のことをなんというか

政府開発援助（ODA）

首長や議員などの解職請求、議会の解散請求に必要な署名数は、何の何以上？

有権者の1/３

基本的人権のうち、人にやさしい権利は？

社会権

1789年のフランス革命のときに出したのは？

人権宣言

国の仕事を、地方公共団体に任せていくことを？

地方分権

1971年に国の環境政策を進める中心として設置され、2001年に省に昇格した
環境省
省庁の現在の名称をなんというか
地方公共団体の借金を？

地方債

内閣総理大臣になりたければ、文民であることと●であることが必要

国会議員

病気の予防や国が行う病院整備や上下水道の整備などの対策を？

公衆衛生

国民全員が直接話し合って決めるやり方をなんというか

直接民主制

●は、飢えなどに苦しむ子どもたちを助ける活動を行っている

ユニセフ

国会は●の●である

国権

最高機関

消費者が困らないように、独占を禁止して自由な競争を促す法律を●といい、●
独占禁止法
が運用している
他人から支配されたり、干渉されたりしない権利をもつ国家をなんというか

主権国家

法律案はとりあえず●、必要なら専門家から話を聞く●、そして●へと進む。

委員会

個人や企業の争いを裁く裁判を●裁判といい、訴える人を●、訴えられた人を●
民事
という
情報の公開を求める権利は？
憲法が保証する自由および権利は、国民の何によって保持しなければならない？
内閣は最高の●機関として、ほかの機関を指揮、監督しているはず。。

公正取引委員会

公聴会
原告

本会議

被告

知る権利
不断の努力（普段の努力ではな
い）

行政
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独占のうち、同業の企業どうしが協定を結んで価格などを調整することをなんと
カルテル
いうか
内閣が外国と条約を結ぶには、国会の何が必要？

承認

第一審の判決に不服の場合、次の上位の裁判所に訴えることを●、第二審の判決
控訴 上告
に不服の場合、次の上位の裁判所に訴えることを●という
自衛隊は紛争地域での国連の活動に派遣されるようになった。これをアルファ
ＰＫＯ
ベットで？
電話などで「あなたが当選しました」などと言って呼び出し、英会話教材や宝石
アポイントメント商法
などを契約させる商法をなんというか
三権分立で、国民→国会は？

選挙

一般に不景気のときは生産が縮小し、失業者が増え、物価が●がる

さ

基本的人権が侵害されたときに、その救済を求める権利をなんというか

請求権

地方財政の歳入で、国からもらえるが使い道が決められてる金を●、地方財政の 国庫支出金
格差を減らすために国がくれる金を●という
金
参議院のくせに衆議院に反対したとき、参議院の話を一応聞いてみることを？

両院協議会

国や地方公共団体にお願いする権利は？

請願権

地方交付税交付

公平な裁判のため、裁判官は自らの良心と憲法および法律のみに従って裁判を行 裁判官の独立（司法権の独
うが、これをなんというか
立）
1989年、子どもの人権の国際的な保障をめざし、何が国連総会で採択された？ 子どもの権利条約
平和主義は第何条？

第9条

裁判所には、最高裁判所と4種類の●裁判所がある

下級

『社会契約論』を書き、「むすんでひらいて」を作曲したおやじは？

ルソー

給料上げろ！、とストライキをする権利は？

団体行動権

地方自治では、住民が直接もの申せる●権や、住民投票の権利が保障されている 直接請求
衆議院が参議院より強いことを何というか？

衆議院の優越

労働組合を結成したり、組合に加入したりする権利は？

団結権

三権分立で、内閣→裁判所は？

最高裁判所長官の指名、裁判
官の任命

内閣不信任案が通った場合、内閣は●日以内に衆議院を●するか、●しなければ
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ならない

解散

総辞職

三権分立で、国会→裁判所は？

弾劾裁判

日本国憲法の基本原則３つは？

国民主権、基本的人権の尊
重、平和主義

需要量と供給量が一致するときの価格を？

均衡価格

国会にあって、裁判官をさばくのは？

弾劾裁判

核兵器を「持たず、つくらず、持ち込ませず」という日本の原則をなんというか 非核三原則
一企業または少数の企業によって、生産や市場が支配されることをなんというか 独占（寡占）
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自分の個性や能力に合った仕事を自由に選ぶことができることをなんの自由とい
職業選択の自由
うか
日本銀行が市場に出回る通貨の量を調整し、景気や物価の安定を図る政策をなん
金融政策
というか
銀行・証券会社・保険会社などをまとめて何と呼ぶ？

金融機関

市場統合を実現しているヨーロッパ諸国の地域統合機関をなんというか

EU

税金を払う人と負担する人が同じ税を●という。このうち国の財政収入の最も多
直接税
くをしめる国税は●である

所得税

経済のなかで消費の主体となる家庭の経済活動をなんという？

家計

基本的人権のうち、自由に活動できる権利は？

自由権

物価が継続して上昇し、貨幣の価値が下がることを●という

インフレーション（インフ
レ）

条例の制定・改廃の請求に必要な署名数は、何の何以上？

有権者の1/５０

三権分立で、国民→内閣は？

世論

地方公共団体の都道府県における長（首長）をなんというか

知事

司法とは、●にもとづいて争いごとを解決することである

法

1979年、国連総会で採択されたのは？

女子差別撤廃条約

監査請求に必要な署名数は、何の何以上？

有権者の1/５０

ストライキ予防のための法律は？

労働関係調整法

東南アジアで、加盟国の安定と発展を求めて1967年に発足した組織をなんとい ASEAN（東南アジア諸国連
うか
合）
社会の中で起きる争いを解決するためにルールを定めていくことを何という？

政治

お子様が少なくＧさんが多いのは何社会？

少子高齢
納税の義務、勤労の義務、子
供に普通教育を受けさせる義
務
財政投融資

国民の三大義務は？
国が予算とは別に公的機関に対して行う投資や融資のことをなんというか

日本銀行は、紙幣を発行できる唯一の銀行であることから、なんと呼ばれている
発券銀行
か
製造業の全事業所の98%と従業員の60%あまりを占めているのは●企業である 中小
国際社会において守らなければならないルールは？

国際法

毎年1回、1月中に召集される国会は？

通常国会

条例の制定・改廃の請求先はどこ?

首長

生存権は「●で●的な●の●を営む権利」

健康で文化的な最低限度の生活

国が国民から借りた借金の返済のための費用は？

国債費

憲法改正のために国民がやるのは？

国民投票
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家計の支出のうち、銀行預金や生命保険料の支払いは何か？

貯蓄

国会の主な仕事は、憲法に基づいて●案を審議し、議決することである

法律

憲法改正の発義を行うには各議院でどうなってないとだめか？

総議員の3分の2以上

資本主義では、経済活動が盛んになる●と経済活動が鈍る●が交互に繰り返され 好景気（好況）
るはず。。。
況）
財産権は何権？

自由権

国会は衆議院と参議院の何制？

二院制

不景気（不

民間の国際援助組織として活躍している国境なき医師団などのことをなんという
NGO（非政府組織）
か
1946年11月3日、1947年
日本国憲法の公布と施行はいつ？
5月3日（半年後）
憲法改正案を公布するのは？

天皇

自由権のうち、なんか言えば？

精神の自由

労働三法は、労働組合法と労働関係調整法と●

労働基準法

臓器提供の意思など自分で決める権利は？

自己決定権

国家の主権がおよぶ陸地を●、主権がおよぶ沿岸より一定範囲（12海里）の地
域を●という

領土

下級裁判所の4種類の裁判所のうち、最上位の裁判所は？

高等裁判所

生存権は社会権の何？

メイン

内閣が必要と認めたときや、いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求が
あったときに召集される国会をなんというか

臨時国会

道の段差を取り除いたりする考え方を？

バリアフリー

領海

国民の生活に関わりが深い、電気・水道、鉄道など、国会や政府、地方公共団体
公共料金
が決定・認可する入試に出まくる料金は何？
首長や議員などの解職請求、議会の解散請求はどこに持っていく？

選挙管理委員会

日本国憲法では、基本的人権は、犯すことのできない何の権利？

永久

領土・領海の上を何というか？

領空

自由権のうち、シバかれたり監禁されないのを？

身体・生命の自由

自由権は何によって制限されるか？

公共の福祉

『市民政府二論』を書いたイギリスのおっさんは？

ロック

首長になれる年齢は、知事は満●歳以上、市区町村の首長は満●歳以上である
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物をパクるなど、犯罪行為について有罪・無罪を決定し、有罪の場合は刑罰を言
刑事
い渡す裁判を●裁判といい、起訴された被疑者を●という
知る権利のための法律は？

被告人

情報公開法

先進国と発展途上国との間の経済格差とそれにともなうさまざまな問題をなんと
南北問題
いうか
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国民の意見を何という？

世論

その市区町村限定の決まりを？

条例

環境問題に総合的に取り組むために1993年に制定された法律をなんというか

環境基本法

基本的人権の一つである平等権は、誰もが何の何に平等？

法の下（ほうのもと）

国や地方公共団体の一年間の収入を●、一年間の支出を●という

歳入

１つの選挙区から一人を選ぶ選挙制度は？

小選挙区制

財政収入の不足分を補うために発行する公債には、●と地方債がある

国債

1776年、アメリカでの宣言と言えば？

独立宣言

歳出

衆議院は、内閣がクソだと判断したときには、内閣に●の決議を行うことができ
内閣不信任
る
消費者の権利を守るための消費者保護基本法は2004年に●に進化した。

消費者基本法

生産現場や工事現場の事故、過労死などの●を未然に防ぐ必要がある

労働災害

財政の支出のうち、社会保険などの国民の生活を保障するためにめちゃくちゃか
社会保障関係費
かっている費用を●という
首長をクソだと判断したとき、地方議会は首長の●の決議ができる。

不信任

内閣を組織し政権を担当する政党を●、担当しない政党を●という

与党

自由権のうち、金が絡めば？

経済活動の自由

国家間の自由貿易を推進するため、1995年に発足した組織は？

WTO（世界貿易機関）

社会権のひとつで、能力に応じて等しく何を受けられる？

教育

野党

両院協議会で参議院があほみたいにごね倒しても、自動的に衆議院が押し切れる
条約の承認、予算の議決
のは、何と何？
三権分立で、内閣→国会は？

衆議院の解散

国連の中心機関である●の常任理事国は、アメリカ、●、イギリス、フランス、 安全保障理事会
●の5つで、1国の反対でも議決できないという●を持っている。
国 拒否権

ロシア

銀行の銀行は何？

日本銀行

商品を買った後、一定期間内であれば無条件に解約できる制度は？

クーリングオフ制度

人権の保証は、一人一人を何として尊重する？

個人

第9条では、「国権の発動たる●」を永久に放棄し、「陸海空軍その他の●は、
戦争
これを保持しない」と定めている
少子高齢社会では、社会保障に対する働く若い世代の負担が●る。

戦力

増え

アポイントメント商法やキャッチセールスなどの商法をまとめてなに商法という
悪質商法（悪徳商法）
か
政府が財政を利用して行う景気調整対策を●といい、好景気のときは、公共事業
財政政策 減ら あ
を●し、税金は●げる
国務大臣の過半数は●で、しかも文民でなければなければならない

国会議員
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中

水産・鉱産資源が利用できる、沿岸から200海里(370km)までの海域を？

経済水域（排他的経済水域）

株式会社の株式をもつ人を●といい、儲けの一部である●を受けとることができ
株主
る
社会権を最初に導入させられたドイツの憲法は？

配当

ワイマール憲法

1999年に出された、男女が共同して企画に参加するような社会を目指そう、と
男女共同参画社会基本法
決めた法律は？
税金を払う人と負担する人が違う税を●という。このうち商品を買ったときなど
間接税 消費税
にかかる税を●という
消費者が欲しい欲しいと思う量を●、生産者が売りたい売りたいと思う量を●と
需要量 供給量
いう
三権分立で、裁判所→国会は？

違憲立法審査

生存権を保障するために、国は何制度を整えてきた？

社会保障

所得税や相続税は、金額が多くなればなるほど税金も高くなる●の制度が取り入
累進課税
れられている
セクシャル・ハラスメント
おもに女性が職場でおもにおやじから受ける性的いやがらせをなんというか
（セクハラ）
最近、公共事業などを、やんのかいやらへんのかい、と住民に聞くために●を行
住民投票
うとする条例を制定する地方公共団体が増えている
法律案のほかに内閣が作成し、国会に提出するものは？

予算案

行政を監視し、市民の苦情や救済の申し立てを処理する●制度を作っているとこ
オンブズマン
ろもある。
内閣は●とその他の●でできている。

内閣総理大臣

行政権の行使について、内閣は国会に対して●を負う

連帯責任

三権分立で、国民→裁判所は？

国民審査

国務大臣

選挙の原則は、普通選挙のほか、1人1票の●選挙、直接候補者を選ぶ●選挙、
自分の名前を書かない●選挙である。

平等選挙 直接選挙 秘密選
挙
内閣総理大臣の指名、内閣不
三権分立で、国会→内閣は？
信任決議
●による衆議院議員の総選挙の日から●日以内に召集される●では、●を指名す 解散 ３0日 特別国会 内
る
閣総理大臣
監査請求の請求先は？

監査委員

世界の三大宗教とは何と何と何？

キリスト教、イスラム教、仏
教

冷戦の終結後、多くの地域紛争が起き、その一番の原因が●や宗教の違いである 民族
各政党がゲットした票に比例して議席を分ける制度は？

比例代表制

名誉革命の翌年の1689年、イギリスが出したものは？

権利の章典

憲法は、国の全ての法の中で何？

最高法規

国会は、唯一の●機関である

立法

４つの柱でできている、社会全体で互いに助け合うしくみを？

社会保障制度

近年、パートタイマーや●など不安定な雇用形態が増えている

派遣社員
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加入者がふだんから掛け金を積み立てて、いざというときに金をもらう制度は？ 社会保険
衆議院議員選挙は、小選挙区制と比例代表制を組み合わせた何が採用されてい
る？

小選挙区比例代表並立制

衆議院と参議院には、国政全般について調査する権限である●がある

国政調査権

消費税は所得の少ない人ほど相対的に負担が大きくなる●課税になってしまう。 逆進
「人民の、人民による、人民のための政治」と言ったアメリカのおやじは？

リンカーン

労働組合を結成する権利を●、労働者が使用者と交渉する権利を●、労働者がス 団結権
トライキなどを行う権利を●という
動権

団体交渉権

団体行

家族生活は、日本国憲法では「個人の尊厳と●の本質的な平等」に基づく。

両性

国民は法の下に平等で、何によって差別されない？

人種、信条、性別、社会的身
分または門地（もんち）

火事などの災害を防止する●や警察の仕事も地方公共団体の仕事である

消防

裁判の決定が気に入らん場合、上訴により原則として3回まで裁判を受けること
三審制
ができるが、これをなんというか
内閣の会議は？

閣議

母子家庭や高齢者、身体障がい者など働くことが困難な人々を保護することを？ 社会福祉
揉めたとき、多数の意見に従うことを●の原理という

多数決

三権分立を説いたおっさんと言えば？

モンテスキュー

製品がクソなために、買った人が被害を受けた場合、業者に責任を取らせる法律
製造物責任法（PL法）
は？
1948年に国際連合の総会で採択されたものは？

世界人権宣言

代表者選び、代表者が議会で話し合って決めるやり方をなんというか

間接民主制

民間人が刑事裁判の第一審に参加し、裁判官とともに有罪か無罪かどうかと、刑
裁判員制度
罰を決める制度をなんというか
投票する権利は？

選挙権

租税には、国に納める●と、都道府県や市町村に納める●がある

国税

天皇が行うことを？

国事行為

地方税

弾劾以外で、最高裁判所の裁判官は、●で不信任が過半数の場合に辞めさせられ
国民審査
る。
市場において、需要量が供給量より多いとき、商品の価値は●がる。

あ

商品は一般的に、生産者から●に販売され、そこから●に販売される

卸売業

内閣がやることを何というか？

行政

生活に困っている人に、国が金をあげるやさしい制度は？

公的扶助

内閣が国会の信任に基づいて成立し、国会に対して責任を負うしくみを？

議院内閣制

国連の全加盟国で構成され、1国1票の投票権をもつ機関はどこか

総会

小売業

かてきょよしもと.jp

世界人権宣言の現実を目指すために、1966年国連で採択されたのは？

国際人権規約

政治に参加する権利は？

参政権

●の発義のときは、衆議院と参議院は対等。

憲法改正

労働時間などの労働条件の最低基準を定めた法律は？

労働基準法

家計の消費支出総額にしめる食料費の割合をなんというか

エンゲル係数

両院協議会でも参議院がごねた場合、衆議院で出席議員の●以上で押し切ること
3分の2
が可能。
三権分立で、裁判所→内閣は？

行政処分の違憲審査

国際連合（国連）の最大の目的は、世界の●と安全を守ることである

平和

2009年9月、消費生活に関するさまざまな行政を一元化するため、●が発足し
消費者庁
た
日本国憲法では、天皇は何？

象徴

結婚について、日本国憲法では、何によってのみ成立する？

両性の合意

1986年に出された、男女の働くチャンスを均等に与えましょうという法律は？ 男女雇用機会均等法
内閣総理大臣は●が指名し、●が任命する

国会

大日本帝国憲法では、人権は何で制限される？

法律

天皇

かてきょよしもと.jp

