
各10点 
400点

小6 ♦国会のはたらき♦
上巻２回

氏名 得点

1 国民によって選ばれた代表者が議会で話し合
い、政治をすすめるしくみを（　）という。

2 「国会は、国権の（①）であって、国の唯一
の（②）である」

① ②

3 日本の国会は衆議院と参議院から成り立って
いる。このような制度を（　）という。

4 問３の制度の長所と短所をそれぞれ答えよ。 長所

短所

5 衆議院と参議院の議員定数をそれぞれ答え
よ。(2018年法改正後の数を答えよ）

衆議院 参議院

6 衆議院と参議院の任期をそれぞれ答えよ。 衆議院 参議院

7 衆議院と参議院の被選挙権の資格をそれぞれ
答えよ。

衆議院 参議院

8 毎年１回必ず召集される国会が（①）国会
で、毎年（②）月に召集される。会期は
（③）日間で、主に次の年度の（④）につい
て話し合われる。（完答）

① ②

③ ④

9 内閣が必要と認めた時、またはどちらかの議
院の総議員の４分の１以上の要求で召集され
る国会を（　）という。



10 衆議院だけに認められている、内閣に対する
決議を(①）という。①が可決されてしまった
時、内閣は（②）日以内に衆議院を解散させ
ない限り総辞職をしないといけない。

① ②

11 衆議院の解散から（①）日以内に衆議院の総
選挙が行われる。また総選挙から（②）日以
内に内閣総理大臣を指名する国会が開かれ
る。

① ②

12 問11の内閣総理大臣を指名する国会を（　）
という。

13 衆議院の解散中に、国会の審議が必要となっ
た場合に開かれる参議院のみの国会を（　）
という。

14 法律案を国会に提出できる人や組織を記号で
すべて選べ。　　　　　　　　　　　　　　　　
ア、内閣　イ、国会議員　ウ、天皇

15 法律案の審議は、まず少人数で専門的な
（①）で審議される。この後、全体で審議す
る（②）で審議され過半数の賛成で可決とな
る。

① ②

16 国会において、外部の学者や専門家の意見を
聞く（　）が開かれる。

17 会議を開くために必要な出席数のことを
（　）という。国会本会議では、総議員の３
分の１以上の出席が必要となる。

18 法律案は、いったん否決されても、衆議院の
出席議員の（　）以上で再可決すれば成立す
る。

19 予算案を国会に提出できる人や組織を記号で
すべて選べ。　　　　　　　　　　　　　　　　
ア、内閣　イ、国会議員　ウ、天皇

20 法律案はどちらの議院に先に提出してもかま
わないが、予算案は必ず（　）に提出しなけ
ればならない。



21 国と国の約束を条約というが、正しいものを
記号で選べ。　　　　　　　　　　　　　　　　
ア、内閣が結び、国会の承認は必要ない。　　　
イ、内閣が結び、国会の事前承認が必要。　　
ウ、内閣が結び、国会の事前承認か事後承認
が必要。

22 予算や条約承認、総理大臣指名などの重要議
案で各議院の意見が一致しない場合、必ず各
議院の代表者が参加して（　）を開く。それ
でも意見が一致しない場合は衆議院の議決で
決定される。

23 「内閣総理大臣」は国会が指名し、天皇が任
命するが、内閣総理大臣になれる人の資格を
２つ答えよ。

24 憲法の改正は、まず衆議院・参議院両方とも
（①）の（②）以上の賛成で、国会が憲法改
正を（③）する。その後（④）が行われ、こ
こで有権者の過半数が賛成してようやく承認
となる。その後、天皇が国民の名で公布し、
すべての手続きは終わる。（完答）

① ②

③ ④

25 重大なあやまちをおかした裁判官を辞めさせ
るかどうかを決める、国会議員によって裁か
れる裁判を（　）という。

26 国の政治が正しく行われているかどうか、証
人喚問などをして調査する国会の権限を
（　）という。

27 衆議院が参議院に比べ優越している理由を答
えよ。

28 衆議院と参議院が対等なものをすべて選べ。　
ア、国政調査権　イ、予算先議権　　　　
ウ、憲法改正の発議

29 選挙の手続きなどを定めた法律を（　）とい
う。

30 衆議院議員の選挙制度を漢字１１字で答え
よ。

31 政党のうち、政権を担当している政党を
（①）といい、またその反対の政権を担当し
ていない政党を（②）という。

① ②



32 複数の政党によって成り立つ内閣を何という
か。（例　自由民主党、公明党）

33 一つの選挙区から一人の当選者を選ぶ選挙制
度を（①）制というが、落選者に投票された
（②）が多くなりやすくなる。

① ②

34 投票する時に政党名を書いて投票でき、政党
の得票率に応じて議席の配分を決定する選挙
制度を（　）という。

35 選挙の当日に投票できない有権者が、選挙の
前日までの期間に投票できる制度を（　）と
いう。

36 最近の選挙ではきまった支持政党を持たない
人々の投票の動きが、選挙の結果に大きな影
響を与えるが、これらの人々を（　）とい
う。

37 選挙区ごとの人口が違うため、選挙区によっ
て有権者が投じる票の価値に差が出てきてし
まうことを（　）という。

38 政党が選挙の前などに、自らの政策を国民に
示したものを（　）という。

39 衆議院の議員定数のうち、小選挙区制で
（①）名、比例代表で（②）名選ばれる。正
しい数字を記号で選べ。　　　　　　　　
ア、176　イ、289　

① ②

40 参議院の議員定数のうち、選挙区制で（①）
名、比例代表で（②）名選ばれる。2018年
法改正後の正しい数字を記号で選べ。　　　      　
ア、148　イ、100　

① ②



各10点 
400点

小6 ♦国会のはたらき♦
上巻２回

氏名 満点　とれ太 得点

1 国民によって選ばれた代表者が議会で話し合
い、政治をすすめるしくみを（　）という。 間接民主制（代議制）

2 「国会は、国権の（①）であって、国の唯一
の（②）である」 ①最高機関 ②立法機関

3 日本の国会は衆議院と参議院から成り立って
いる。このような制度を（　）という。 二院制（両院制）

4 問３の制度の長所と短所をそれぞれ答えよ。
長所　審議を慎重に行える。

短所　時間と費用がかかる。

5 衆議院と参議院の議員定数をそれぞれ答え
よ。(2018年法改正後の数を答えよ） 衆議院４６５ 参議院２４８

6 衆議院と参議院の任期をそれぞれ答えよ。
衆議院４年

参議院６年
（３年ごとに半数
改選）

7 衆議院と参議院の被選挙権の資格をそれぞれ
答えよ。

衆議院 ２５才
以上の男女

参議院 ３０才
以上の男女

8 毎年１回必ず召集される国会が（①）国会
で、毎年（②）月に召集される。会期は
（③）日間で、主に次の年度の（④）につい
て話し合われる。（完答）

①通常 ②１

③１５０ ④予算

9 内閣が必要と認めた時、またはどちらかの議
院の総議員の４分の１以上の要求で召集され
る国会を（　）という。

臨時国会



10 衆議院だけに認められている、内閣に対する
決議を(①）という。①が可決されてしまった
時、内閣は（②）日以内に衆議院を解散させ
ない限り総辞職をしないといけない。

①内閣不信任決議 ②１０

11 衆議院の解散から（①）日以内に衆議院の総
選挙が行われる。また総選挙から（②）日以
内に内閣総理大臣を指名する国会が開かれ
る。

①４０ ②３０

12 問11の内閣総理大臣を指名する国会を（　）
という。 特別国会

13 衆議院の解散中に、国会の審議が必要となっ
た場合に開かれる参議院のみの国会を（　）
という。

緊急集会

14 法律案を国会に提出できる人や組織を記号で
すべて選べ。　　　　　　　　　　　　　　　　
ア、内閣　イ、国会議員　ウ、天皇

ア、イ

15 法律案の審議は、まず少人数で専門的な
（①）で審議される。この後、全体で審議す
る（②）で審議され過半数の賛成で可決とな
る。

①委員会 ②本会議

16 国会において、外部の学者や専門家の意見を
聞く（　）が開かれる。 公聴会

こうちょうかい

17 会議を開くために必要な出席数のことを
（　）という。国会本会議では、総議員の３
分の１以上の出席が必要となる。

定足数
ていそくすう

18 法律案は、いったん否決されても、衆議院の
出席議員の（　）以上で再可決すれば成立す
る。

3分の2

19 予算案を国会に提出できる人や組織を記号で
すべて選べ。　　　　　　　　　　　　　　　　
ア、内閣　イ、国会議員　ウ、天皇

ア

20 法律案はどちらの議院に先に提出してもかま
わないが、予算案は必ず（　）に提出しなけ
ればならない。

衆議院



21 国と国の約束を条約というが、正しいものを
記号で選べ。　　　　　　　　　　　　　　　　
ア、内閣が結び、国会の承認は必要ない。　　　
イ、内閣が結び、国会の事前承認が必要。　　
ウ、内閣が結び、国会の事前承認か事後承認
が必要。

ウ

22 予算や条約承認、総理大臣指名などの重要議
案で各議院の意見が一致しない場合、必ず各
議院の代表者が参加して（　）を開く。それ
でも意見が一致しない場合は衆議院の議決で
決定される。

両院協議会

23 「内閣総理大臣」は国会が指名し、天皇が任
命するが、内閣総理大臣になれる人の資格を
２つ答えよ。

国会議員 文民

24 憲法の改正は、まず衆議院・参議院両方とも
（①）の（②）以上の賛成で、国会が憲法改
正を（③）する。その後（④）が行われ、こ
こで有権者の過半数が賛成してようやく承認
となる。その後、天皇が国民の名で公布し、
すべての手続きは終わる。（完答）

①総議員 ②３分の２

③発議 ④国民投票

25 重大なあやまちをおかした裁判官を辞めさせ
るかどうかを決める、国会議員によって裁か
れる裁判を（　）という。

弾劾裁判
だんがいさいばん

26 国の政治が正しく行われているかどうか、証
人喚問などをして調査する国会の権限を
（　）という。

国政調査権

27 衆議院が参議院に比べ優越している理由を答
えよ。

任期が短く解散があるため、国
民の意見を反映しやすいから。

28 衆議院と参議院が対等なものをすべて選べ。　
ア、国政調査権　イ、予算先議権　　　　
ウ、憲法改正の発議

ア、ウ（これに弾劾裁判も加え、
「こんだけ」と覚える）

29 選挙の手続きなどを定めた法律を（　）とい
う。 公職選挙法

30 衆議院議員の選挙制度を漢字１１字で答え
よ。 小選挙区比例代表並立制

31 政党のうち、政権を担当している政党を
（①）といい、またその反対の政権を担当し
ていない政党を（②）という。

①与党 ②野党



32 複数の政党によって成り立つ内閣を何という
か。（例　自由民主党、公明党） 連立内閣

33 一つの選挙区から一人の当選者を選ぶ選挙制
度を（①）制というが、落選者に投票された
（②）が多くなりやすくなる。

①小選挙区 ②死票

34 投票する時に政党名を書いて投票でき、政党
の得票率に応じて議席の配分を決定する選挙
制度を（　）という。

比例代表制

35 選挙の当日に投票できない有権者が、選挙の
前日までの期間に投票できる制度を（　）と
いう。

期日前投票

36 最近の選挙ではきまった支持政党を持たない
人々の投票の動きが、選挙の結果に大きな影
響を与えるが、これらの人々を（　）とい
う。

無党派層

37 選挙区ごとの人口が違うため、選挙区によっ
て有権者が投じる票の価値に差が出てきてし
まうことを（　）という。

一票の格差

38 政党が選挙の前などに、自らの政策を国民に
示したものを（　）という。 公約（マニフェスト）

39 衆議院の議員定数のうち、小選挙区制で
（①）名、比例代表で（②）名選ばれる。正
しい数字を記号で選べ。　　　　　　　　
ア、176　イ、289　

①イ ②ア

40 参議院の議員定数のうち、選挙区制で（①）
名、比例代表で（②）名選ばれる。2018年
法改正後の正しい数字を記号で選べ。　　　      　
ア、148　イ、100　

①ア ②イ


