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問１ 2022年７月22日、政府は安倍晋三元首相の「国葬」を９月27日に行うことを閣議決定した

が、国葬に関する説明で間違っているものはどれか、①～④から選べ。 

① 国葬とは国家が喪主となって国費で行う葬儀のことである。 

② 戦後、政治家の国葬が行われたことはない。 

③ 戦前は法的根拠として国葬令があったが1947年に失効した。 

④ 今回の国葬について法律上の規定はない。 

2022年７月22日、政府は安倍晋三元首相の「国葬」を９月27日に日本武道館で行うことを閣議決定した。

政府は今回の国葬を、内閣府設置法における国の儀式として実施、岸田総理大臣が葬儀委員長を務め、

経費は全額国費から支出する▼「無宗教形式で、簡素・厳粛に行う」とし、休日にせず官公庁や学校は

休みにしないとしている。国会審議を伴わない国葬の実施には批判的な声が根強く、政府による国会の

場での説明を求める意見も多くある。 

    安倍元首相の国葬決定 <政治／経済> 

 

 

 

問２ 2022年８月10日、第２次岸田改造内閣が発足したが起用された大臣名が間違っているもの

はどれか、①～④から選べ。 

① 河野太郎→デジタル大臣    ② 高市早苗→文部科学大臣 

③ 加藤勝信→厚生労働大臣    ④ 西村康稔→経済産業大臣 

2022年８月10日、岸田文雄首相は内閣を改造し第２次岸田改造内閣が発足した。19閣僚のうち14人が交

代。旧統一教会との関係が明らかになった８人の閣僚のうち、７人が交代となった。岸田首相は、有事

に対応する｢政策断行内閣｣と命名。旧統一教会との関係では、関係を点検して「厳正に見直すことに了

解した者のみを任命した」と説明した。しかし、留任が決まった山際大志郎経済再生担当大臣、再入閣

の加藤勝信厚生労働大臣、新入閣の寺田稔総務大臣と西村明宏環境大臣など、改造内閣でも旧統一教会

関連会合への会費支払いや会合への参加など関係が確認された閣僚が複数いることが明らかになってい

る。 

    第２次岸田改造内閣発足 <政治／経済> 
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問４ 2022年７月29日、厚生労働省は2021年の日本人の平均寿命を発表したが、海外の最新統計

をもとにした国別の比較で男性の平均寿命が１位の国はどこか、①～④から選べ。 

① 日本             ② スイス 

③ ノルウェー          ④ スウェーデン 

2022年７月29日、厚生労働省は21年の日本人の平均寿命を発表した。男性が81.47歳、女性が87.57歳だっ

た。新型コロナウイルス感染症流行の影響で、20年と比べて男性は0.09歳、女性は0.14歳短くなった。

前年を下回るのは東日本大震災が起きた11年以来▼厚生労働省は毎年１回、各年齢の人が平均してあと

何年生きられるかを表す予測値を計算しており、そのうち０歳の平均余命が平均寿命となる。女性の寿

命が男性より長いのは日本だけではなく、世界的な傾向である。 

    10 年ぶりに平均寿命が前年を下回る <情報／社会> 

 

 

 

問５ 2022年７月中旬から８月にかけ、世界各地で異常気象による豪雨、熱波や干ばつなどが頻

発しているが、気象庁が用いる予報用語のうち、一般には「ゲリラ豪雨」とも呼ばれてい

る現象を意味する用語の説明はどれか、①～④から選べ。 

① 予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい

場合に、その旨を示して行う警報。 

② 次々と発生する発達した積乱雲が帯状に連なり、数時間にわたりほぼ同じ場所を通

過したり停滞したりすることでつくり出される雨域。 

③ 同じような場所で数時間にわたり強く降り、100mmから数百mmの雨量をもたらす雨。 

④ 急に強く降り、数十分の短時間に狭い範囲に数十mm程度の雨量をもたらす雨。「局

地的な大雨」とも言う。 

2022年７月中旬から８月にかけ、低気圧や前線の影響で九州、東北、北日本と豪雨災害が相次いでいる。

英国、スペイン、ポルトガルなど欧州では記録的な熱波に襲われ多数の死者が出ている。熱波による大

規模な山火事も発生、多くの住民が避難を強いられている。気候変動による異常気象は世界各地で頻発

している。 

    世界各地で異常気象 <環境／科学> 

 

 

 

問３ 2022年８月１日、中央最低賃金審議会の小委員会は、今年度の最低賃金引き上げ額の目安

を全国平均で31円と決めて厚生労働省に答申したが、最低賃金の説明で間違っているもの

はどれか、①～④から選べ。 

① 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその

最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度である。 

② 使用者が最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に基づき50

万円以下の罰金が科される。 

③ 最低賃金は、雇用形態により変動することがある。 

④ 最低賃金は都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事す

る労働者を対象に定められた「特定（産業別）最低賃金」があり、通常「地域別」

を指す。 

2022年８月１日、今年度の最低賃金（時給）の目安を決める中央最低賃金審議会の小委員会は、引き上

げ額の目安を全国平均で31円と決めて厚生労働省に答申した。今後、都道府県ごとの議論を経て実際の

引き上げ額が決まる。昨年度の引き上げ幅は28円だったが、今年度は物価高騰を考慮し過去最高額を更

新した。目安通りに改定されれば最低賃金の全国平均は961円となる。 

    最低賃金、過去最高の 31 円引き上げ <情報／社会> 
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異常気象  

早い梅雨明けと猛暑の続く日本 

欧州西部でも熱波による深刻な被害 

気候変動により世界で多発する異常気象 

 

 

 

2022年６月27日、気象庁は九州南部・東海・関

東甲信で梅雨明けしたと発表。これは平年より九

州南部では18日、東海・関東甲信では22日早く、

各地で観測史上最も早い梅雨明けを記録しまし

た。梅雨明け以降、気温は全国的に高く35℃以上

の猛暑日が続き、40℃を超える地点も多数観測。

冷房による電力需要の急増から、梅雨明け前日の

６月26日に東京電力管内に対して政府は「電力需

給ひっ迫注意報」を初めて発令しました。一方で

熱中症による救急搬送の件数は梅雨明け前後に

急増し、消防庁によると６月には前年より１万人

以上増加。７月１週と最終週でも増加しています。

高齢者の搬送が半数を占め、新型コロナウイルス

の第７波で感染者数が増加する中、救急搬送は困

難をきわめており、節電に努めるとともに適切に

冷房を使用することが呼びかけられています。 

 また、7月中旬から８月にかけては、低気圧や

前線の影響で、九州、東北、北日本と豪雨災害が

相次ぎました。８月の山形県など東北地方や新潟

県を中心とした記録的な大雨では、河川の氾濫や

浸水、土砂災害により各地が被害を受けています。

こうした災害の多くでは線状降水帯が発生して

います。 
 

 

気象に関して「観測史上最多」「記録的」「今ま

で経験したことがない」といった言葉が近年頻繁

に聞かれるようになり、様々な形で異常気象が頻

発しています。その要因の一つとして考えられて

いるのが地球温暖化に伴う気候変動です。これは

日本だけでなく、世界的な傾向です。2022年３月

半ば、北極と南極が熱波に覆われ、北極では平年

より約30℃、南極では約40℃気温が高くなりまし

た。７月上旬から欧州西部を中心に記録的な高温

が続きました。同月22日、世界保健機関（WHO）

欧州地域事務局は最高気温が47℃を超えたポル

トガルや45℃を超えたスペインで1700人以上が

死亡したと発表。例年の7月の最高気温が平均

23℃ほどの英国・ロンドンでも同月19日に観測史

上初めて気温が40℃を超えました。熱波によりス

ペインやポルトガル、フランスでは大規模な山火

事が発生。農作物にも深刻な被害が出ています。

偏西風の蛇行で高気圧に覆われたことや南から

暖かい空気が流入したことなどが高温をもたら

した要因として考えられていますが、地球温暖化

による気温の上昇も影響していると考えられて

います。世界気象機関（WMO）では、気候変動が

原因でこのような熱波が頻繁に起きるようにな

ると警告しています。 

頻発する異常気象を見ても地球温暖化対策は

世界全体で取り組むべき喫緊の課題ですが、新た

な問題が発生しています。それは、ロシアのウク

ライナ侵攻に伴う問題です。50年までに脱炭素社

会を目指すとしてきたＥＵでは、ロシアからの天

然ガスの供給減により、温室効果ガス排出量の多

い石炭火力発電所を再稼働させたりしなければ

ならない国も出ています。国連の気候変動に関す

る政府間パネル（IPCC）では気温上昇が1.5℃を

超えると極端な干ばつや山火事、洪水、食料不足

のリスクが急激に高まり、気温上昇を1.5℃まで

に抑えるには25年までに世界の温室効果ガス排

出量を減少に転じさせる必要があるとしていま

すが、ウクライナ問題が気候変動対策への国際協

調にも影を落としています。 
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「国葬」って何？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国葬と合同葬、国民葬の違いは？ 

わたしは、国葬（国葬儀）がどの

ようなものなのか、調べてみました。

国葬はその名の通り、国（政府）が

主体となって行う葬儀です。戦前の

大日本帝国憲法には1926年に制定

された「国葬令」があり（1947年失

効）、国葬される人の基準などが明

文化されていました。現在の日本国憲法に、国葬の定義はありません。 

戦後日本の歴代首相経験者の葬儀は、多くが合同葬や国民葬として行われてきました。法律で国葬が

規定されていないため、合同葬や国民葬との違いを明確にすることは難しいですが、ひとつ基準をあげ

るならば、「費用に占める国費の割合」にあるでしょう。国費の元になるのは税金です。2019年に死去

した中曾根康弘元首相の場合、20年に内閣と自民党の共催で合同葬が行われ、費用の一部に税金が使わ

れました。1975年には、佐藤栄作元首相の葬儀が国民葬として行われています。これは、主催者に政府

と自民党に加え、「国民有志」が入ったためです。このときも税金の一部が費用にあてられました。 

1967年に行われた吉田茂元首相の葬儀は、当時の佐藤栄作首相の強い要望から閣議決定に基づいて国

葬が実施され、費用の全額に税金が使われました。安倍元首相の葬儀も、岸田文雄首相が国葬を即断し

たことを受けて閣議決定され、２億円とも言われる費用は全額が税金でまかなわれます。政府は閣議決

定の根拠として内閣府設置法をあげ、同法に定める内閣府の事務に「国の儀式」があると説明。岸田首

相は「行政（内閣）が国を代表して国葬を行うことができる」と主張しています。 

 2022年の参議院選挙の投票直前、奈良県で演説中の安倍晋三元首

相が銃撃され死去しました。政府は安倍元首相の葬儀を国葬とし、

９月27日に東京の日本武道館で行うことを閣議決定。戦後の首相経

験者としては、1967年の吉田茂元首相以来２例目となります。過去

の歴代首相の多くの葬儀は、合同葬や国民葬として行われています

が、「国葬」には何か基準があるのでしょうか。国葬の費用には税

金があてられるとあって、国葬への世論は二分しています。国葬と

は何か、調べてみましょう。 
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 国民は国葬をどう見ているの？ 

ぼくは、今回の国葬を国民がどう考え

ているのか調べてみました。時事通信社

が2022年８月５～８日に行った世論調

査で、国葬の費用全額を国費負担とする

ことに対して賛成した人は30.5％。反対

は47.3％、「どちらとも言えない・わか

らない」と答えた人は22.2％で、国民の

多くが国葬を受け入れていないことが

浮き彫りになりました。理由として考えられるのが、国会で議論されていないことです。税金の使い道

は、国会での議決に基づいて決めなければならないことが、憲法83条で定められています。これが「財

政民主主義」の原則で、国民の代表者で構成される国会での議論を経ずに国葬が決まったことに、国民

が納得していないのかもしれません。 

一方、政府は国葬の費用を予備費からあてるとしています。予備費とは、想定外の事態に充てる目的

で、あらかじめ使い道を定めずに計上されている予算のこと。憲法87条で定められていて、内閣の判断

で使うことができますが、使った場合は国会の事後承諾を得る必要があります。野党は、予備費は自然

災害などへの急ぎの対策に使われるものであり、国葬については国会での議論が必要だとしています。 

 

 政府はていねいな説明を！ 

政府は国葬の日、国民に喪に服することは強制せず、休日にもしないとしています。国葬には海外か

ら多くの首脳級要人の参列が見込まれます。政府は国葬を岸田政権が安倍氏の外交面でのレガシー（政

治的遺産）を継承していくことをアピールする「弔問外交」の場としても活用したい考えです。一方で、

新型コロナウイルス感染症の第７波は収束せず、自然災害も多発。物価上昇も国民生活に重くのしかか

ります。政府には、国葬を多くの国民が納得できるようなていねいな説明が求められます。 

 

 

 

 

安倍晋三元首相の国葬について、あなたは賛成ですか反対ですか？どちらかの立

場にたち理由をあげて、400字以内にまとめてください。 
 

 安倍晋三元首相の国葬について、世論は二分

しています。国葬はどのような人が対象になる

のでしょう。海外で活躍し、その土地で国葬さ

れた日本人も４人います。外交官の安達蜂一郎

氏（オランダ）、看護師の近藤常子氏（ユーゴス 

ラビア）、農業指導者の西岡京治氏（ブータン）、

NPO難民を助ける会メンバーの宮崎淳氏（トル

コ）です。どんな実績を残している人達なのか

調べてみましょう。 

（調べ学習をよく読んでから執筆しましょう。） 
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ラ ス ト ・ プ ラ ス １   

 

解 答 

問１ ②（首相経験者の国葬は吉田

茂氏以来２人目。1967年

10月31日に行われた） 

問２ ②（永岡桂子氏が初入閣した。

高市早苗氏は経済安全

保障担当大臣） 

問３ ③（雇用形態にかかわらず全

労働者に適用される） 

問４ ②（男性は１位スイス、２位

ノルウェー、３位日本。

女性は１位日本、２位韓

国、３位シンガポール） 

問５ ④（①は特別警報、②は線状

降水帯、③は集中豪雨） 

 

 

用 語 解 説 

●電力需給ひっ迫注意報 

2022年５月に電力需給ひっ迫準備情報とともに設けられた電力供給が厳

しいときに出される注意報。東日本大震災の際に電力需給がひっ迫した

ことから12年に電力需給ひっ迫警報が導入され、22年３月に初めて警報

が出された。警報は電力供給の余力（予備率）が３％を下回る見通しの

場合に前日の16時をめどに出される。注意報は前日の16時をめどに、準

備情報は前々日の18時をめどに、それぞれ５％を下回る見通しの場合に

出される。 

●線状降水帯 

次々と発生する発達した積乱雲が帯状に連なり、数時間にわたりほぼ同

じ場所を通過したり停滞したりすることでつくり出される雨域。長さ50

～300km程度、幅20～50km程度にわたって、線状に伸びた地域に強い降水

をもたらす。近年の豪雨災害では線状降水帯の発生が多く見られる。2022

年６月から気象庁では線状降水帯による大雨の可能性がある程度高い場

合に、半日程度前に警戒レベル相当の情報を補足する解説情報として発

表する取り組みを開始した。 
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あなたの「文章力」を伸ばす検定 

 

 

 

文章力をチェックし、添削指導で学習法をアドバイス！ 

＜作文検定＞ ＜小論文検定＞ 

ホップコース（対象：幼児・小学校低・中学年） スタンダードコース（対象：高校生～） 

ステップコース（対象：小学校中・高学年） マスターコース（対象：小論文検定４級取得者以上） 

ジャンプコース（対象：小学校高学年・中学生） 
詳しくは              http://www.genken.com/

 

 

 

 


