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【】基本的人権と個人の尊重 
[個人の尊重] 
[解答 1]① 基本的 ② 個人 ③ 平等 
 
[子どもの人権] 
[解答 2](1) 子どもの権利条約 (2)① 生きる ② 育つ ③ 守られる 
 
【】平等権 
[法の下の平等(憲法 14 条)] 
[解答3]① 法 ② 平等 ③ 信条 ④ 差別 
[解答4](1)① 法 ② 平等 ③ 人種 ④ 差別 ⑤ 14 (2) 平等権 
 
[部落差別・アイヌ民族への差別・朝鮮人差別] 
[解答 5]① 部落 ② 同和対策 ③ アイヌ ④ アイヌ文化振興 ⑤ 朝鮮 
[解答 6](1) 部落差別 (2) 同和対策審議会 (3) アイヌ民族 (4) アイヌ文化振興法 
 
[男女平等] 
[解答7]① 男女雇用機会均等 ② 男女 ③ 男女共同参画社会基本 
[解答8](1) 女子差別撤廃条約 (2) 男女雇用機会均等法 (3) セクシャルハラスメント 
(4) 「男子営業社員募集」を「男女営業社員募集」になおす。 (5) 男女共同参画社会基本法 
(6) 育児・介護休業法 
[解答 9](1) 減少している。 (2) 出産・育児のために仕事をやめるから。 
(3) 子どもがある程度大きくなると再び職につくから。 
 
[障がいのある人への配慮] 
[解答 10]① バリアフリー ② ノーマライゼーション ③ 共生 ④ ユニバーサル 
[解答 11](1) バリアフリー (2) エ (3) ノーマライゼーション (4) 共生社会 
(5) 障害者基本法 (6) ユニバーサルデザイン 
 
【】自由権 
[精神の自由] 
[解答 12]① 精神 ② 良心 ③ 信教 ④ 表現 ⑤ 学問 ⑥ 検閲 
 
[身体の自由] 
[解答 13]① 身体 ② 奴隷 ③ 苦役 ④ 現行 ⑤ 裁判官 ⑥ 令状 ⑦ 拷問 
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[経済活動の自由] 
[解答 14]① 経済 ② 居住 ③ 職業 ④ 財産 
 
[自由権全般] 
[解答15]A 身体 B 精神 C 経済活動 
[解答16](1) 精神 (2) 経済 (3) 身体 (4) 精神 (5) 経済 (6) 経済 (7) 身体 (8) 精神 
(9) 精神 (10) 身体 (11) 精神 (12) 身体 (13) 経済 (14) 精神 (15) 身体 (16) 身体 
[解答17](1) 奴隷 (2) 良心 (3) 信教 (4) 表現 (5) 現行犯の場合，逮捕令状がある場合 
(6) 令状 (7)① 弁護人 ② 黙秘権 (8) 証拠 (9) 資格 
 
【】社会権 
[生存権] 
[解答 18]① 生存 ② 健康 ③ 文化 ④ 生活保護 ⑤ 介護 
[解答19](1)① 健康 ② 文化 ③ 最低限度 ④ 25 (2) 生存権 (3) 社会保険 
(4) 介護保険 (5) 生活保護法 
 
[教育を受ける権利] 
[解答 20]① 教育 ② 義務 ③ 教育基本 
[解答 21]① 能力 ② ひとしく ③ 権利 ④ 義務 ⑤ 無償 
 
[労働基本権など] 
[解答 22]① 勤労 ② 団結 ③ 団体交渉 ④ 団体行動 ⑤ 労働基本 ⑥ 公務員 
[解答 23](1)① 団結権 ② 団体交渉権 ③ 団体行動権 (2) 労働基本権(労働三権) 
(3) 団体行動権 (4)① 勤労 ② 義務 
 
[社会権全般] 
[解答24](1) 社会権 (2) ドイツのワイマール憲法 (3)A 生存権 B 教育を受ける権利 
C 労働基本権 D 勤労の権利 
 
【】人権保障を確かなものにするための権利 
[参政権] 
[解答 25]① 参政 ② 選挙 ③ 被選挙 ④ 国民投票 ⑤ 国民審査 ⑥ 請願 
[解答 26](1) 参政権 (2) 選挙権 (3) 被選挙権 (4) 国民審査権 (5) 国民投票権 
(6) 請願権 
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[請求権] 
[解答27]① 請求 ② 裁判を受ける ③ 国家賠償請求 ④ 刑事補償請求 
[解答 28](1) 裁判を受ける権利 (2) 国家賠償請求権 (3) 刑事補償請求権 (4) 請求権 
 
【】基本的人権の分類 
[基本的人権の分類] 
[解答 29]① 自由 ② 平等 ③ 社会 
[解答30](1) 社会権 (2) 自由権 (3) 参政権 (4) 社会権 (5) 自由権 (6) 自由権 
(7)自由権 (8) 社会権 (9) 参政権 (10) 請求権 (11) 自由権 (12) 自由権 (13) 参政権 
(14) 社会権 (15) 請求権 (16) 自由権 (17) 平等権 (18) 参政権 (19) 自由権 
(20) 社会権 (21) 自由権 (22) 社会権 (23) 平等権 
 
【】新しい人権 
[環境権] 
[解答 31]① 水俣 ② 環境 ③ 幸福追求 ④ 日照 ⑤ 環境基本 ⑥ アセスメント 
[解答 32](1) 水俣病 (2) 環境権 (3) 幸福追求権 (4) 日照権 (5) 環境基本法 
(6) 環境アセスメント 
 
[自己決定権] 
[解答 33]① 自己決定 ② 臓器提供意思表示 ③ インフォームド・コンセント 
[解答 34](1) 臓器提供意思表示カード(ドナーカード) (2) インフォームド・コンセント 
(3) 自己決定権 (4)① 尊厳 ② 安楽 
 
[知る権利] 
[解答 35]① 知る ② 情報公開 ③ マスメディア 
[解答36](1) 知る権利 (2) 情報公開制度 (3) 情報公開法 
 
[プライバシーの権利など] 
[解答 37]① プライバシー ② 肖像 ③ 個人情報保護 
[解答 38](1) プライバシーの権利 (2) 肖像権 (3) 個人情報保護法 
[解答 39]① 個人情報 ② 著作権 
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【】公共の福祉 
[公共の福祉] 
[解答 40]① 職業選択 ② 財産 ③ 公共の福祉 
[解答 41](1) 公共の福祉 (2)① 財産権 ② 集会・結社の自由 ③ 職業選択の自由 
④ 表現の自由 ⑤ 労働基本権 ⑥ 居住・移転の自由 
 
【】国民の義務 
[国民の義務] 
[解答 42]① 普通教育 ② 勤労 
[解答 43]① 子どもに普通教育を受けさせる義務 ② 勤労の義務 ③ 納税の義務 
 
【】グローバル社会と人権 
[グローバル社会と人権] 
[解答 44]① 世界人権 ② 国際人権 ③ 女子差別撤廃 ④ NGO 
[解答 45](1) 世界人権宣言 (2) 国際人権規約 (3) 人種差別撤廃条約 
(4)カナダ：イヌイット オーストラリア：アボリジニ (5) 女子差別撤廃条約 
(6) 障害者権利条約 (7) 国連人権理事会 (8) NGO 
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