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[要点] 

(1) 法律や予算にもとづいて政治を行うことを行政という。その最高機関は内閣
ないかく

で，

長たる内閣総理
そ う り

大臣
だいじん

と国務
こ く む

大臣で構成され，閣議
か く ぎ

で方針を決定する。内閣総理大

臣は，国会議員の中から国会が指名
し め い

して，天皇が任命
にんめい

する。国務大臣は内閣総理

大臣が任命するが，その過半数は国会議員でなければならない。 

(2) 内閣は国会の信任
しんにん

のもとに成り立ち，国会に対して連帯
れんたい

して責任を負う。これを

議院
ぎ い ん

内閣制
ないかくせい

という。衆議院が内閣不信任
ないかくふしんにん

を決議したとき，内閣は総辞職
そうじしょく

するか10
日以内に衆議院を解散

かいさん

しなければならない。衆議院が解散されたときは，40日以

内に総選挙をおこない，選挙の日から30日以内に特別国会を開く。この国会では，

まず内閣総理大臣の指名を行う。 
 
 
[要点確認] 
(1) 法律や予算にもとづいて政治を行うことを(   )という。その最高機関は

(   )で，長たる(   )大臣と(   )大臣で構成され，(   )で方針を決

定する。内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣は，(   )の中から国会が(   )して，天皇が(   )
する。国務大臣は(   )が任命するが，その(   )は国会議員でなければなら

ない。 
(2) 内閣は国会の(   )のもとに成り立ち，国会に対して(   )して責任を負う。

これを(   )制という。(   )が内閣不信任
ないかくふしんにん

を決議したとき，内閣は(   )
するか10日以内に(   )しなければならない。衆議院が解散

かいさん

されたときは，40
日以内に総選挙をおこない，選挙の日から30日以内に(   )国会を開く。この

国会では，まず(   )を行う。 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 法律や予算にもとづいて政治を行うことを何というか。 
(2) (1)の最高機関は何か。 
(3) (2)の長は誰か。 
(4) (1)の仕事を分担して行っている大臣を何というか。 
(5) (3)が議長となって内閣の方針を決める会議を何というか。 

[解答](1) 行政 (2) 内閣 (3) 内閣総理大臣 (4) 国務大臣 (5) 閣議
か く ぎ
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[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 内閣を構成するのは誰と誰か。 
(2) 内閣の構成員はすべて(   )(軍人でない人のこと)でなければならない。 
(3) 国務大臣は内閣総理大臣によって(  )される。 

(4) 国務大臣の罷免
ひ め ん

を行うことができるのは誰か。 
[解答](1) 内閣総理大臣と国務大臣 (2) 文民 (3) 任命 (4) 内閣総理大臣 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

(1) 内閣総理大臣は，(A  )の中から(B  )の議決で指名
し め い

され，(C  )が任命
にんめい

する。 
(2) 内閣総理大臣は国務大臣を任命するが，その(  ) は国会議員でなければならない。 
(3) 内閣が国会の信任にもとづいて成立し，行政権の行使について，国会に対して連帯責

任を負うしくみを何というか。 
(4) 衆議院は内閣の行う行政が信頼できなければ(   )の決議を行うことができる。 

(5) (4)が可決
か け つ

されたとき，内閣がとるべき方法は何か。 
(6) ①総選挙後にはじめて召集される国会は何とよばれるものか。②また，そこで最初に

行われることは何か。 
[解答](1)A 国会議員 B 国会 C 天皇 (2) 過半数 (3) 議院内閣制 (4) 内閣不信任 

(5) 10日以内に総辞職
そうじしょく

するか，衆議院を解散
かいさん

する。 (6)① 特別会(特別国会) ② 内閣総理

大臣の指名 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 内閣総理大臣は，国会が(A  )し，天皇が(B  )する。 
(2) 内閣総理大臣の要件は(A  )であることと(B  )であることである。 
(3) 内閣が(A  )権の行使について，国会に対して(B  )して責任を負うしくみを議院

内閣制という。 
(4) 内閣の行う仕事を信任できなければ，(  )は内閣不信任の決議を行うことができる。 
(5) 内閣不信任案が可決されたときは，内閣は(A  )日以内に衆議院を(B  )しない限

り，(C  )しなければならない。 
(6) 衆議院が解散されたときは，解散の日から(A  )日以内に(B  )を行い，その選挙

の日から(C  )日以内に国会を召集しなければならない。 

[解答](1)A 指名 B 任命 (2)A 国会議員 B 文
ぶんみん

民 (3)A 行政 B 連帯 (4) 衆議院 

(5)A 10 B 解散
かいさん

 C 総辞職
そうじしょく

 (6)A 40 B 総選挙
そうせんきょ

 C 30 



[問題] 
 次の(1)～(14)について，文が正しければ○を，誤りがあれば×をつけよ。 

(1) 「内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

は国会議員でなければならない。」 
(2) 「内閣総理大臣は，衆議院議員の中から国会で指名される。」 
(3) 「国会は内閣総理大臣を任命する。」 
(4) 「衆議院で多数をしめる政党の党首が内閣総理大臣になることが多い。」 
(5) 「国会において少数の議席しか持たない党は与党になれない。」 
(6) 「内閣総理大臣の指名について，衆議院と参議院の議決が異なった場合には両院協議

会が開かれるが，それでも意見が一致しないときは，衆議院で3分の2以上の賛成で再

議決すれば，それが国会の議決になる。」 

(7) 「国務大臣は天皇が任免
にんめん

する。」 
(8) 「国務大臣は，かならずしも国会議員でなくともよい。」 
(9) 「国務大臣の3分の1以上は国会議員でなければならない。」 
(10) 「内閣総理大臣は単独で，国会に対して責任を負う。」 

(11) 「国会は内閣に対して不信任
ふ し んに ん

案を決議できる。」 
(12) 「内閣は，内閣不信任案が可決されたら，即時に総辞職しなければならない。」 
(13) 「内閣の仕事の方針は，閣議で決定される。」 
(14) 「閣議での意思決定は多数決できめられる。」 
[解答](1) ○  (2) ×(衆議院議員→国会議員) (3) ×(任命→指名，任命するのは天皇) (4) 
○ (5) ×(与党になれない→連立政権で与党になることもある) (6) ×(両院協議会で一致

しないときは衆議院の議決が国会の議決になる) (7) ×(天皇→内閣総理大臣) (8) ○ 

(9) ×(3分の1→過半数
か は んす う

) (10) ×(内閣総理大臣は単独で→内閣は連帯
れんたい

して) (11) ×(国会

→衆議院) (12) ×(即時に･･･→10日以内に衆議院を解散するか総辞職) (13) ○ (14) 

×(多数決→全会
ぜんかい

一致
い っ ち

) 



[印刷／他のPDFファイルについて] 
※ このファイルは，FdText社会(6,600円)の一部をPDF形式に変換したサンプルで，印刷

はできないようになっています。製品版のFdText社会はWord(または一太郎)の文書ファ

イルで，印刷・編集を自由に行うことができます。 
※ 弊社は，FdTextのほかにFdData中間期末過去問(社会・理科・数学)(各18,900円)(Word
版・一太郎版)を販売しております。PDF形式のサンプル(全内容)は， 
http://www.fdtext.com/dat/ に掲載しております。 

下図のような，[FdData無料閲覧ソフト(RunFdData)]を，Windowsのデスクトップ上

にインストールすれば， FdData中間期末･FdData入試の全PDFファイル(各教科約

1500ページ)を自由に閲覧できます。次のリンクを左クリックするとインストールが開

始されます。 
RunFdData(Word版) 【 http://fddata.deci.jp/lnk/instRunFdDataWDs.exe 】 
RunFdData(一太郎版) 【 http://fddata.deci.jp/lnk/instRunFdDataTAs.exe 】 

※ダイアログが表示されたら，【実行】ボタンを左クリックしてください。インストー

ル中，いくつかの警告が出ますが，[実行][許可する][次へ]等を選択します。 
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