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基本の解説と問題

中学社会 公民的分野 くらしと政治

１．民主政治・選挙

【担当講師】

秀 浦 り き



１ 民主政治
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…全員が直接話し合いに参加するやり方

…代表者を選挙で選び、代表者が
議会で話し合って決めるやり方

=

２ 選挙のしくみ

【選挙の四原則】

・ …満18歳以上のすべての男女（年齢以外の制限がない）

・ …一人一票の投票権

・ …有権者が直接投票する

・ …無記名で投票

【政治参加】

・ ・ ・ ・ …政治に対する世の中
の意見

2015年6月17日､選挙権の年齢を
「満18歳以上」に引き下げる公職
選挙法の改正案が成立しました。
法律改正は2016年7月に行われる
参議院選挙から適用されます。

※

※



３ 選挙制度

【選挙区制の種類】

…各選挙区から1人を選ぶ

…選挙制度を定めた法律
(中央）中央選挙管理会 （地方）選挙管理委員会運営

…各選挙区から２人を選ぶ

…政党に投票し、各政党の得票率に応じて議席を配分する

【国会議員の選挙】

衆議院 小選挙区制 定数295

比例代表制 定数180 11ブロック

参議院 選挙区制 定数146 47選挙区（都道府県ごとの選挙区）

比例代表制 定数96 全国を1ブロック
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・小選挙区制 長所： （=大政党に有利）

短所： が多くなる。少数意見を反映しにくい。

・比例代表制 長所：

短所：

が少ない。色々な意見が反映される。

になって、政局が不安定なりやすい。

◆ （=議員一人当たりの有権者数）

格差がある →法の下の平等に反するとして問題になっている

５ 政党

…同じ政治の考え方や政策を持つ人々の団体

・ …政権を担当する政党

・ …与党を批判・監視する政党
…政権を担当する政党が
2つ以上あるとき

【選挙区制の長所・短所】
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１ 民主政治
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直接民主制 …全員が直接話し合いに参加するやり方

間接民主制 …代表者を選挙で選び、代表者が
議会で話し合って決めるやり方

議会制民主主義=

(代議制）

２ 選挙のしくみ

【選挙の四原則】

普通選挙・ …満18歳以上のすべての男女（年齢以外の制限がない）

平等選挙・ …一人一票の投票権

直接選挙・ …有権者が直接投票する

秘密選挙・ …無記名で投票

【政治参加】

選挙・ 住民運動・ 圧力団体・ 世論・ …政治に対する世の中
の意見

2015年6月17日､選挙権の年齢を
「満18歳以上」に引き下げる公職
選挙法の改正案が成立しました。
法律改正は2016年7月に行われる
参議院選挙から適用されます。

※

※



３ 選挙制度

【選挙区制の種類】

小選挙区制 …各選挙区から1人を選ぶ

公職選挙法 …選挙制度を定めた法律
(中央）中央選挙管理会 （地方）選挙管理委員会運営

大選挙区制 …各選挙区から２人を選ぶ

比例代表制 …政党に投票し、各政党の得票率に応じて議席を配分する

【国会議員の選挙】

衆議院 小選挙区制 定数295

比例代表制 定数180 11ブロック
小選挙区比例代表並立制

参議院 選挙区制 定数146 47選挙区（都道府県ごとの選挙区）

比例代表制 定数96 全国を1ブロック
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（定数475）

（定数242）



・小選挙区制 長所： 政局が安定する （=大政党に有利）

短所： 死票 が多くなる。

・比例代表制 長所：

短所： 多党化

死票 が少ない。色々な意見が反映される。

になって、政局が不安定なりやすい。

一票の重さ◆ （=議員一人当たりの有権者数）

格差がある →法の下の平等に反するとして問題になっている

５ 政党

政党 …同じ政治の考え方や政策を持つ人々の団体

与党・ …政権を担当する政党

野党・ …与党を批判・監視する政党

連立政権

…政権を担当する政党が
2つ以上あるとき

【選挙区制の長所・短所】
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少数意見を反映しにくい。



民主政治・選挙 重要事項のまとめ これだけは覚えよう!!

・間接民主制 …代表者を選挙で選び、代表者が
議会で話し合って決める制度

（議会制民主主義）

【選挙の四原則】①普通選挙 ②平等選挙 ③直接選挙 ④秘密選挙

【選挙区制度】

・小選挙区制…各選挙区から1名 ・大選挙区制…各選挙区から2名
・比例代表制…政党に投票し、各政党の得票率に応じて議席を配分

【国会議員の選挙】
・衆議院…小選挙区比例代表並立制（小選挙区295・比例代表180）
・参議院…選挙区（47都道府県）146・比例代表（1ブロック）96

【選挙の問題点】
・小選挙区制…死票が多くなるが、政局が安定しやすい
・比例代表制…国民の意見が反映されるが、多党化になりやすい

【政党】
・与党…政権担当 ・野党…与党の監視 ・連立政権 ・マニフェストなど

【政治制度】
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・世論…政治に対する国民の意見



１．代表者を選挙で選び、代表者が議会で話し合っ
て決めるやり方を何というか。

２．選挙の4原則のうちの一つで、一定の年齢に達
していれば、誰でも選挙権が与えられる選挙を
何というか。

３．選挙制度のうち、政党に投票し、各政党の得票
率に応じて議席を配分する制度を何というか。

４．議会で多数を占め、政権を担う政党を何という
か。

解
答

基本問題

議会制民主主義
（間接民主制）

普通選挙

比例代表制

与党
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次の問いに答えなさい。



１．代表者を選挙で選び、代表者が議会で話し合っ
て決めるやり方を何というか。

２．選挙の4原則のうちの一つで、一定の年齢に達
していれば、誰でも選挙権が与えられる選挙を
何というか。

３．選挙制度のうち、政党に投票し、各政党の得票
率に応じて議席を配分する制度を何というか。

４．議会で多数を占め、政権を担う政党を何という
か。

解
答

基本問題

議会制民主主義
（間接民主制）

普通選挙

比例代表制

与党
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次の問いに答えなさい。
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くらしと政治

１．民主政治・選挙

応用問題



次のページへつづく

応用問題
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次の問いに答えなさい。

１ 選挙について次の問いに答えなさい。

１．日本の選挙では、無記名で投票することに
なっている。このような選挙を何というか。

２．1選挙区から1名を選出する選挙制度を何という
か。また、その特色として正しいものを次から選
びなさい。
ア 死票が少ないが、多党化になりやすい。
イ 死票が少なく、二大政党制になりやすい。
ウ 死票が多くなるが、政局が安定しやすい。
エ 死票が多く、多党化になりやすい。

３．日本の選挙制度を定めた法律を何というか。

よくでる!



２ 比例代表制による選挙で、A党～D党の得票数が次のような結
果になった。
定数（当選者数）を

6名とすると、6人目
に当選するのは、何
党の人か。

政党名

得票数

A党 B党 C党 D党

930票 840票 600票 330票

３ 政党や選挙について次の問いに答えなさい。

１．与党の政策を批判監視する政党を何というか。

２．政権を担当する政党が2つ以上の場合、何政権
というか。

３．世の中の人々が政治に対していだいている意
見を何というか。

【以上で問題は終わりです】
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難問



それでは、応用問題を
がんばって解いてください。
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確認・応用問題・Practiceの解答（PDF＆解説動画）は、

http://e-clus.com/ で購入できます。

学習動画イークルース 検索


