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かんむりオンライン家庭教師 ⽂法⽳埋め問題-1
第 1 回 少年法
各⽂中の(
1.

)に当てはまるものとして適切なものをそれぞれ選びなさい。

The purpose of this Act is to promote the healthy upbringing of juveniles, while correcting
personality flaws and modifying the environment of delinquent juveniles through rehabilitation
measures, and（

）special measures for juvenile criminal cases.
ア implement

2.

イ implementing

In this Act, the term "guardian" refers to a person with a statutory obligation（

）custody of

and provide education to a juvenile, or a person who has actual custody of a juvenile.
ア having

イ to have

3. A person who finds a juvenile who should be subject to（

）and decision of the family court

must notify the family court of this.
ア hearing

イ hear

4. A police official may summon and question the juvenile, the guardian of the juvenile or relevant
persons（

）necessary for the investigation.
ア in

イ if

5. The family court may order a family court probation officer（

）a juvenile, guardian of the

juvenile or relevant persons and to carry out other necessary investigation.
ア interviewing

イ to interview

6. A guardian of the juvenile may serve as attendant if permitted（
ア by

イ to
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）the family court.

7. The family court may issue a summons to the juvenile or guardian of the juvenile（

）it is

found necessary for the investigation or hearing and decision of the case.
ア when

イ then

8. When it is found appropriate to take measures prescribed in the provisions of the Child Welfare
Act as a result of the investigation, the family court, by a ruling, must refer the case to a
prefectural governor or a director of a child consultation center who has authority（

） the

case.
ア over
9. （

イ to

）a criminal conviction against a person becomes final and binding while the

rehabilitation measures are in place, the family court that implemented the disposition may, by a
ruling, revoke that measures（

）it is found appropriate.
ア for

イ when

10. If any new documents, which enables a family court to find the fact that the family court has
subjected a person to rehabilitation measures without any grounds to subject the person to
hearing and decision are found even after the measures had been implemented, the preceding
paragraph applies; provided, however, that this does not apply to a case（
died.
ア where

イ that
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）the person has

かんむりオンライン家庭教師 ⽂法⽳埋め問題-1
第 1 回 少年法 解答と和訳
解答
1.イ 2.イ 3.ア 4.イ 5.イ 6.ア 7.ア 8.ア 9.イ 10.ア
和訳
1. この法律は、少年の健全な育成を期し、⾮⾏のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に
関する保護処分を⾏うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを⽬的とす
る。
2. この法律で「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護す
る者をいう。
3. 家庭裁判所の審判に付すべき少年を発⾒した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならな
い。
4. 警察官は、調査をするについて必要があるときは、少年、保護者⼜は参考⼈を呼び出し、質問
することができる。
5. 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、少年、保護者⼜は参考⼈の取調その他の必要な調
査を⾏わせることができる。
6. 保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添⼈となることができる。
7. 家庭裁判所は、事件の調査⼜は審判について必要があると認めるときは、少年⼜は保護者に対
して、呼出状を発することができる。
8. 家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつ
て、事件を権限を有する都道府県知事⼜は児童相談所⻑に送致しなければならない。
9. 保護処分の継続中、本⼈に対して有罪判決が確定したときは、保護処分をした家庭裁判所は、
相当と認めるときは、決定をもつて、その保護処分を取り消すことができる。
10. 保護処分が終了した後においても、審判に付すべき事由の存在が認められないにもかかわらず
保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発⾒したときは、前項と同様とする。た
だし、本⼈が死亡した場合は、この限りでない。
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かんむりオンライン家庭教師 ⽂法⽳埋め問題-1
第 2 回 国籍法
各⽂中の(

)に当てはまるものとして適切なものをそれぞれ選びなさい。

1. In cases where a child acknowledged by the father or mother is under twenty years of age
(excluding a child who was once a Japanese citizen) and the acknowledging father or mother was
a Japanese citizen at the time of the birth of the child, Japanese nationality may be acquired
through notification to the Minister of Justice if that father or mother is currently a Japanese
citizen or was（

）at the time of death.
ア acknowledged

2. If a Japanese citizen（

イ so

）the nationality of a foreign country at their own choice, that

Japanese citizen loses Japanese nationality.
ア acquiring

イ acquires

3. A Japanese citizen having a foreign nationality must select one of the nationalities, where they
obtain foreign and Japanese nationalities（

）their becoming twenty years old, before their

reaching twenty-two years old, and where that time when they obtained foreign and Japanese
nationalities comes after their reaching twenty years old, within two years from that time.
ア after

イ prior to

4. Procedures relating to acquisition and renouncement of nationality（

）other required

matters relating to the enforcement of this Act not provided herein are prescribed by Ministry of
Justice Order.
ア as well as
5. This Act comes into effect as（

イ not only

）January 1, 1985.
ア in

イ of
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6. This Act comes into effect as of the day specified by Cabinet Order within a period not exceeding
six months（

）the date of promulgation.
ア after

イ from

7. The notification set forth in the preceding paragraph is carried out by a statutory agent（
the person desiring to acquire nationality if the person is under fifteen years of age.
ア as well as

イ on behalf of
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）

かんむりオンライン家庭教師 ⽂法⽳埋め問題-1
第 2 回 国籍法 解答と和訳
解答
1.イ 2.ア 3.イ 4.ア 5.イ 6.イ 7.イ
和訳
1. ⽗⼜は⺟が認知した⼦で⼆⼗歳未満のもの（⽇本国⺠であつた者を除く。）は、認知をした⽗
⼜は⺟が⼦の出⽣の時に⽇本国⺠であつた場合において、その⽗⼜は⺟が現に⽇本国⺠である
とき、⼜はその死亡の時に⽇本国⺠であつたときは、法務⼤⾂に届け出ることによって、⽇本
の国籍を取得することができる。
2. ⽇本国⺠は、⾃⼰の志望によって外国の国籍を取得したときは、⽇本の国籍を失う。
3. 外国の国籍を有する⽇本国⺠は、外国及び⽇本の国籍を有することとなった時が⼆⼗歳に達す
る以前であるときは⼆⼗⼆歳に達するまでに、その時が⼆⼗歳に達した後であるときはその時
から⼆年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
4. この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する⼿続その他この法律の施⾏に関し
必要な事項は、法務省令で定める。
5. この法律は、昭和六⼗年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。
6. この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏す
る。
7. 前項の規定による届出は、国籍を取得しようとする者が⼗五歳未満であるときは、法定代理⼈
が代わってする。
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かんむりオンライン家庭教師 ⽂法⽳埋め問題-1
第 3 回 著作権法
各⽂中の(

)に当てはまるものとして適切なものをそれぞれ選びなさい。

1. "work" means a creatively produced expression of thoughts or sentiments that falls within the
literary, academic, artistic, or musical（

）.

ア feature
2. "broadcasting" means the transmission to（

イ domain
）of wireless communications with the objective

of allowing the public to simultaneously receive transmissions with the same content.
ア the public
3. If an international treaty provides otherwise（

イ public
）respect to the rights of authors and

neighboring rights, the provisions thereof prevail.
ア in
4. Protection of a derivative work（

イ with

）this Act does not affect the rights of the author of the

original work.
ア to

イ under

5. The author of a work not yet made public (this includes a work made public without the author's
consent; the same applies hereinafter in this Article)（

）the right to make available or

present that work to the public. The same applies to any derivative work derived from an original
work that has not yet been made public.
ア have
6. （

イ has

）the author has manifested a different intention, a person exploiting a work may indicate

the name of the author in accordance with how the author has already done so in connection with
the work.
ア After

イ Unless
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7. The name of the author may be omitted if it is found that doing so（

）unlikely to harm the

interests of the author in a claim to authorship, in light of the purpose of the work and the
circumstances of its exploitation, provided that the omission is compatible with fair practices.
ア is
8. The author of a work has the right（

イ to

）preserve the integrity of that work and its title, and is

not to be made to suffer any alteration, cut, or other modification thereto that is contrary to the
author's intention.
ア by

イ to

9. The author of a work has the exclusive right to give a stage performance or musical performance
of the work with the purpose of having（
ア it

）seen or heard directly by the public.
イ to

10. The author of a work has the exclusive right to translate that work, compose a musical
arrangement of it, reformulate it, dramatize it, make a cinematographic adaptation of it, of
（

） adapt the work.
ア so

イ otherwise
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かんむりオンライン家庭教師 ⽂法⽳埋め問題-1
第 3 回 著作権法 解答と和訳
解答
1.イ 2.ア 3.イ 4.イ 5.イ 6.イ 7.ア 8.イ 9.ア 10.イ
和訳
1. 著作物

思想⼜は感情を創作的に表現したものであつて、⽂芸、学術、美術⼜は⾳楽の範囲に

属するものをいう。
2. 放送

公衆送信のうち、公衆によって同⼀の内容の送信が同時に受信されることを⽬的として

⾏う無線通信の送信をいう。
3. 著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定によ

る。
4. ⼆次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさな

い。
5. 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの（その同意を得ないで公表された著作物を

含む。以下この条において同じ。）を公衆に提供し、⼜は提⽰する権利を有する。当該著作物
を原著作物とする⼆次的著作物についても、同様とする。
6. 著作物を利⽤する者は、その著作者の別段の意思表⽰がない限り、その著作物につきすでに著

作者が表⽰しているところに従って著作者名を表⽰することができる。
7. 著作者名の表⽰は、著作物の利⽤の⽬的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張す

る利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣⾏に反しない限り、省略すること
ができる。
8. 著作者は、その著作物及びその題号の同⼀性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの

変更、切除その他の改変を受けないものとする。
9. 著作者は、その著作物を、公衆に直接⾒せ⼜は聞かせることを⽬的として上演し、⼜は演奏す

る権利を専有する。
10. 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、⼜は脚⾊し、映画化し、その他翻

案する権利を専有する。
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かんむりオンライン家庭教師 ⽂法⽳埋め問題-1
第 4 回 電波法
各⽂中の(

)に当てはまるものとして適切なものをそれぞれ選びなさい。

1. The purpose of this Act（

）to promote the public welfare by ensuring the fair and efficient

utilization of radio waves.
ア is

イ make it possible

2. "radio waves" means electronic or magnetic waves of frequencies not（
ア exceed
3. When（

）3,000,000 MHz.

イ exceeding

）necessary due to a change in the target number of broadcasting systems, the

frequencies assignable for core broadcasting and the prevention of interference and other matters
necessary for ensuring the fair and efficient utilization of radio waves prescribed in the preceding
paragraph, the Minister of Internal Affairs and Communications may change the plan for the
usage of frequencies allocated to core broadcasting.
ア deemed

イ deeming

4. The validity period of licenses for radio stations must be specified by Order of the Ministry of
Internal Affairs and Communication, not exceeding five years from the day the license（

）

granted. However, renewal may be allowed.
ア is

イ was

5. When a licensee is involved in inheritance, the inheritor is（

） assume the status of the

licensee.
ア having

イ to

6. If there is a change to particulars entered on a certificate for a radio station license, the licensee
（

）submit the certificate for correction along with the radio station license to the Minister

of Internal Affairs and Communications.
ア be

イ must
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7. The Minister of Internal Affairs and Communications is to assess to（

）degree the radio

spectrum is being utilized effectively, based on the results of the actual utilization survey by
taking into consideration global trends in technological innovations and demand related to the
radio spectrum, international trends concerning the radio spectrum allocation, and other
information.
ア how

イ what
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かんむりオンライン家庭教師 ⽂法⽳埋め問題-1
第 4 回 電波法 解答と和訳
解答
1.ア 2.イ 3.ア 4.ア 5.イ 6.イ 7.イ
和訳
1. この法律は、電波の公平且つ能率的な利⽤を確保することによって、公共の福祉を増進するこ
とを⽬的とする。
2. 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
3. 総務⼤⾂は、放送系の数の⽬標、基幹放送⽤割当可能周波数及び前項に規定する混信の防⽌そ
の他電波の公平かつ能率的な利⽤を確保するために必要な事項の変更により必要があると認め
るときは、基幹放送⽤周波数使⽤計画を変更することができる。
4. 免許の有効期間は、免許の⽇から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。
ただし、再免許を妨げない。
5. 免許⼈について相続があつたときは、その相続⼈は、免許⼈の地位を承継する。
6. 免許⼈は、免許状に記載した事項に変更を⽣じたときは、その免許状を総務⼤⾂に提出し、訂
正を受けなければならない。
7. 総務⼤⾂は、利⽤状況調査の結果に基づき、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数
割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、電波の有効利⽤の程度を評価するものと
する。
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かんむりオンライン家庭教師 ⽂法⽳埋め問題-1
第 5 回 裁判所法
各⽂中の(

)に当てはまるものとして適切なものをそれぞれ選びなさい。

1. Lower courts（

） high courts, district courts, family courts, and summary courts.
ア regard

2. A conclusion in a judgment by a（

イ are

）court binds the（

）courts with respect to the

relevant case.
ア high, low

イ higher, lower

3. The number of justices of the Supreme Court is fourteen and the number of judges of lower
courts is provided for（

）by law.
separating

イ separately

4. The grand bench is a panel comprised of all of the justices, and a petty bench is a panel of justices
the number of whom（

）by the Supreme Court; provided, however, that a petty bench must

be composed of three or more justices.
ア specifying

イ is specified

5. The opinions of each of the justices must be expressed in a（
ア writing

）judgment.

イ written

6. The Legal Training and Research Institute is established in the Supreme Court（

）and

administer affairs relating to research and training for judges and to training for legal
apprentices.
ア to manage

イ for managing

7. The Emperor appoints the Chief Justice of the Supreme Court（
Cabinet.
ア as

イ in
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）designated by the

8. If a judge violates official duties or neglects duties, or behaves disgracefully,（

）judge is

subject to disciplinary action by judicial decisions pursuant to the separate provisions of laws.
ア the

イa
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かんむりオンライン家庭教師 ⽂法⽳埋め問題-1
第 5 回 裁判所法 解答と和訳
解答
1. イ 2.イ 3.イ 4.イ 5.イ 6.ア 7.ア 8.ア
和訳
1. 下級裁判所は、⾼等裁判所、地⽅裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
2. 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
3. 最⾼裁判所判事の員数は、⼗四⼈とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定め
る。
4. ⼤法廷は、全員の裁判官の、⼩法廷は、最⾼裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。但
し、⼩法廷の裁判官の員数は、三⼈以上でなければならない。
5. 裁判書には、各裁判官の意⾒を表⽰しなければならない。
6. 裁判官の研究及び修養並びに司法修習⽣の修習に関する事務を取り扱わせるため、最⾼裁判所
に司法研修所を置く。
7. 最⾼裁判所⻑官は、内閣の指名に基づいて、天皇がこれを任命する。
8. 裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、⼜は品位を辱める⾏状があつたとき
は、別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒される。
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