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会 場 職 種 受験番号 氏 名 

札 ・ 東 ・ 京      職 
  

 

【職種共通】 

２０１５年実施一般教養（６０分） 

（１） 問題用紙、解答用紙それぞれの所定欄に 会場、職種、受験番号、氏名 を記入してください。 

（２） 問題用紙は９ページです。解答は全て解答用紙に記入してください。 

（３） 試験終了後、解答用紙、問題用紙ともに回収します。係員の指示に従ってください。 

 

 

【問１】日本国憲法の３つの基本原則をすべて書きなさい。 

 

【問２】国民の権利を保障するため、憲法を政治の根本に据え、それによって国家権力を制限する考え方を何と言います

か。１つ選びなさい。 

１．憲法中心主義   ２．立憲主義   ３．人権主義   ４．憲法制約主義   ５．絶対憲法主義 

 

【問３】憲法第９９条には、憲法を尊重し、擁護する義務がうたわれています。次のうち、その義務の対象になっていな

いものを１つ選びなさい。 

 １．天皇または摂政  ２．国会議員   ３．国民     ４．公務員      ５．裁判官 

 

【問４】 憲法第２８条で保障されている労働三権に該当しないものを２つ選びなさい。 

１．団結権      ２．賃金請求権  ３．団体交渉権  ４．休息の権利    ５．団体行動権 

 

【問５】衆参両院の選挙制度改革に関する記述として、正しいものを１つ選びなさい。 

１．衆院の選挙制度改革をめぐっては２つの県で１つの選挙区とする「合区」が検討された。 

２．最高裁は１票の格差が最大４．７７倍だった２０１３年の衆院選について「違憲状態」と判断した。 

３．衆院では１票の格差是正や議員定数を増やす抜本改革を検討するため、有識者による調査会が発足した。 

４．参院選は衆院選に比べ、改選議席数が少ない分、１票の格差も小さくなる傾向がある。 

５．２０１２年の衆院選をめぐっては「違憲・無効」とする高裁判決が２件あった。 

 

【問６】歴代首相と実施した政策の組み合わせとして、誤っているものを２つ選びなさい。 

１．田中角栄    － 沖縄返還 

２．中曽根康弘   － 国鉄分割民営化 

３．竹下登     － 消費税導入 

４．橋本龍太郎   － ２千円札発行 

５．小泉純一郎   － 自衛隊イラク派遣 
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【問７】次の文章は２０１４年７月１日の集団的自衛権に関する閣議決定の一部です。(Ａ)と(Ｂ)に入る語句を漢字で書

きなさい。 

 現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密

接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および（ Ａ ）

の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他

に適当な手段がないときに、（ Ｂ ）の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための

措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。 

 

【問８】次の文章の（  ）に当てはまる言葉を漢字４文字で書きなさい。 

基礎的（   ）とは、財政の健全度を表す指標で、プライマリーバランスとも言います。社会保障や公共事業など政

策実行に必要な支出を、税収など基本的な収入でどれだけ賄えているかを示します。 

 

【問９】 歴代の経団連会長ではない人は誰ですか。１つ選びなさい。 

１．榊原定征     ２．速水優      ３．豊田章一郎    ４．米倉弘昌   ５．平岩外四 

 

【問１０】東京証券取引所などは２０１５年６月、上場企業に対して、企業経営の規範を定めた「企業統治原則」の適用

を求めました。この企業統治原則を英語で何と言いますか。（  ）に当てはまる言葉をカタカナ６文字で書きなさい。 

 （        ）ガバナンス・コード 

 

【問１１】環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉は、日本、米国をはじめ１２カ国が参加しています。次の中から交渉に参加

していない国を１つ選びなさい。 

１．ブルネイ     ２．ニュージーランド  ３．韓国        ４．ベトナム   ５．カナダ 

 

【問１２】第２次世界大戦後の米国大統領のうち、オバマ氏と同じく民主党の大統領は誰ですか。２つ選びなさい。 

 １．アイゼンハワー  ２．ニクソン      ３．クリントン     ４．フォード   ５．ジョンソン 

 

【問１３】欧州連合（ＥＵ）に関する記述として誤っているものを１つ選びなさい。 

１．ＥＵ首脳会議の議長を務めるＥＵ大統領は、加盟国市民の選挙で選ばれる。 

２．２０１２年にＥＵはノーベル平和賞を受賞した。 

３．ＥＵ設立の基本条約はマーストリヒト条約である。 

４．ＥＵの前身は、欧州共同体（ＥＣ）である。 

５．ＥＵの現加盟国は２８カ国である。 

 

【問１４】次の中国に関する出来事を起きた順に並べたものとして正しいものを選び、番号で答えなさい。 

イ．北京五輪     ロ．アジアインフラ投資銀行（ＡＩＩＢ）の設立協定に署名 

ハ．天安門事件    ニ．習近平氏が国家主席に就任    ホ．世界貿易機関（ＷＴＯ）に加盟 

１．ハ－ホ－イ－ロ－ニ  

２．ホ－ハ－イ－ロ－ニ 

３．ハ－イ－ロ－ニ－ホ 

４．ハ－ホ－イ－ニ－ロ 

５．ホ－ハ－ニ－イ－ロ 

 

【問１５】２０１３年１２月以降、西アフリカで大流行した感染症「エボラ出血熱」を引き起こしたエボラウイルスは、

もともとは動物を宿主にしたウイルスでした。もともとの主たる宿主を選びなさい。 

 １．水鳥      ２．コウモリ    ３．チンパンジー   ４．ネズミ    ５．マダニ 
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【問１６】Ｅ型肝炎ウイルスやサルモネラ菌などの細菌、寄生虫による健康被害を懸念し、厚生労働省が食品衛生法に基

づく規準を６月に改正して、飲食店での提供を禁じたものとして正しいものを１つ選びなさい。 

 １．イワシの刺し身    ２．馬刺し   ３．エゾシカ肉   ４．ホタテの刺し身   ５．豚の生レバー 

 

【問１７】働く女性が妊娠、出産を理由に職場で解雇、降格など不当な扱いを受けることは何と呼ばれていますか。カタ

カナで書きなさい。 

 

【問１８】国民の高齢化の進展に伴い、高齢者がさまざまな介護サービスを受けることができるような仕組みとして介護

保険制度が２０００年にスタートし、国民の間にも浸透しました。次のうち、介護保険制度と直接関係のない言葉を１つ

選びなさい。 

 １．要介護認定   ２．後期高齢者医療制度   ３．グループホーム   ４．ケアプラン   ５．ホームヘルパー 

 

【問１９】次の文章は人口動態統計に関する記述です。（  ）に入る数字の組み合わせとして正しいものを１つ選びなさ

い。 

日本の合計特殊出生率（１人の女性が生涯に産む子どもの推定人数）は２００５年、（ Ａ ）と過去最低を記録した後、

緩やかな上昇カーブをたどっていましたが、２０１４年の人口動態統計では前年比０．０１㌽低下の（ Ｂ ）となり、

９年ぶりに下落に転じました。 

１． Ａ １．０６  Ｂ １．２２ 

２． Ａ １．２６  Ｂ １．４２ 

３． Ａ １．４６  Ｂ １．６２ 

４． Ａ １．６６  Ｂ １．８２ 

５． Ａ １．８６  Ｂ ２．０２ 

 

【問２０】次のうち国の権限で行われているものは何ですか。正しいものを１つ選びなさい。 

 １．教員免許の交付   ２．教員の採用   ３．教科書採択   ４．教科書検定   ５．学校の統廃合 

 

【問２１】次の文章に当てはまる国はどこですか。国名を書きなさい。 

 世界最古とされる総合大学発祥の地があり、科学者のガリレオ・ガリレイや作家のウンベルト・エーコ、映画監督のル

キノ・ビスコンティを輩出した。 

 

【問２２】次の文章は日本を代表する思想家について述べています。該当する人物を選び、番号で答えなさい。 

なぜ日本の大衆が軍国主義に走ったかをテーマに据えた「共同幻想論」などを著し、１９８０年代以降はサブカルチャ

ーを評価する一方、「反原発には反対」との立場も示した。娘は作家として活躍している。 

 １．吉本隆明      ２．丸山眞男   ３．和辻哲郎     ４．唐木順三   ５．梅原猛 

  

【問２３】次の文章は大学をめぐる最近の動向についての記述です。(イ)から(ニ)に入る語句の組み合わせとして正しい

ものを１つ選びなさい。 

 第２次安倍晋三政権は、大学の世界ランキング１００位以内に日本の大学を（ イ ）校入れるとの目標を立て、世界

の上位大学と肩を並べるために（ ロ ）大学を指定した。大学のガバナンスを強化するためとして、学長の選考に当た

っては決定権を（ ハ ）に据えた。（ ニ ）文部科学大臣は大学でも入学式などに日の丸掲揚、君が代斉唱をするよう

学長に要請した。 

１． イ １０  ロ スーパーグローバル  ハ 学長選考会議    ニ 下村博文 

２． イ １５  ロ スーパーサイエンス  ハ 学長選考会議    ニ 田中真紀子 

３． イ １０  ロ スーペリアル      ハ 教職員による選挙  ニ 田中真紀子 

４． イ １５  ロ スーパーグローバル   ハ 教職員による選挙  ニ 下村博文 

５． イ １０  ロ スーペリアル      ハ 学長選考会議    ニ 森喜朗 
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【問２４】次の生物のうち、日本の在来種はどれですか。正しいものを１つ選びなさい。 

１．アライグマ    ２．マングース   ３．ウチダザリガニ   ４．ヤンバルクイナ   ５．ブラックバス 

 

【問２５】エアコンや舗装路、車の増加などで都市の中心部の気温が上昇する現象は何と呼ばれていますか。書きなさい。 

 

【問２６】今年、世界自然遺産登録から１０年を迎えた知床で、広く寄付を募り開拓跡地を少しずつ買い取って自然に戻

す運動が行われました。英国発祥のこうした運動形態は何と呼ばれていますか。カタカナで書きなさい。 

 

【問２７】渡辺謙さんが主演したミュージカル作品が６月に、米演劇界で最も権威のあるトニー賞で４つの賞を獲得しま

した。しかし、残念ながら主演男優賞にノミネートされていた渡辺さんは選ばれませんでした。この作品名は何ですか。

１つ選びなさい。 

１． 美女と野獣    ２．王様と私   ３．ライオンキング   ４．オペラ座の怪人    ５．キャバレー 

 

【問２８】今年、「１人の作者が描いたコミック累計発行部数が世界最多」としてギネス世界記録に認定された漫画作品は

何ですか。１つ選びなさい。 

１．ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ（ワンピース）   

２．ドラえもん   

３．サザエさん   

４．スラムダンク   

５．ドラゴンボール 

 

【問２９】歌舞伎についての記述として誤っているものを１つ選びなさい。 

１．歌舞伎の由来は常軌を逸しているという意味の「傾く（かぶく）」という言葉にある。 

２．歌舞伎の歴史は出雲の阿国の「かぶき踊り」にまでさかのぼることができる。 

３．作品のうち最も多いのは人形浄瑠璃の作品を元にした「義太夫狂言」だ。 

４．歌舞伎演目の作者として有名な近松門左衛門の代表作は「曽根崎心中」だ。 

５．江戸時代の町人の世界を描いた「時代物」は、当時の殺人事件などを元にしている。 

 

【問３０】Ａ～Ｄの作家にまつわる語句として正しいものを１つずつ選びなさい。 

Ａ．ピカソ     Ｂ．ロダン     Ｃ．ルノワール   Ｄ．レオナルド・ダ・ヴィンチ 

 １．印象派     ２．キュビスム   ３．モナ・リザ   ４．考える人 

 

【問３１】昨年亡くなった文化人についての記述です。この文化人は誰ですか。正しいものを１つ選びなさい。 

前衛芸術家で、短編「父が消えた」で１９８１年に芥川賞を受賞。ベストセラー「老人力」は流行語になりました。 

１．深田祐介   ２．赤瀬川原平   ３．山口洋子     ４．木田元     ５．松本健一 

 

【問３２】出身地や応援したい自治体に寄付すると住民税などが減税され、寄付を受けた自治体からのお礼品の高額化が

関心を集めている制度の名称を６文字で書きなさい。 

 

【問３３】次の表題と関連する人物の組み合わせとして誤っているものを１つ選びなさい。 

１．特別自治市構想  － 林文子 

２．大阪都構想    － 橋下徹 

３．地方創生     － 小泉純一郎 

４．消滅可能性都市  － 増田寛也 

５．里山資本主義   － 藻谷浩介 
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【問３４】昨年、不適正な支出を指摘されて兵庫県議が号泣するなど、その使い方の透明性が求められている、自治体が

議会議員の研究などを支援するために交付するものは何ですか。１つ選びなさい。 

１．政務活動費      ２．企業献金    ３. 費用弁償      ４.議員報酬    ５. 政党交付金 

 

【問３５】自転車の運転ルールとして誤っているものを１つ選びなさい。 

 １．原則、車道を左側通行する。路側帯を走る場合も左側の路側帯を走る。 

２．傘を差して運転してはいけない。 

３．道路標識などの指示により歩道を走る場合は、歩行者優先で左側を徐行する。 

４．１３歳未満の子供は歩道を走っても良い。 

５．車道や交通の状況からみてやむを得ない場合は歩道を走れる。 

 

【問３６】次の文章は少年法に関する記述です。（  ）に入る数字を書きなさい。 

 少年法は（ Ａ ）歳未満を少年とし、保護更正の観点から本人を推測させる表現、写真をむやみに記事化すること

を禁じている。特に（ Ｂ ）歳未満は法的責任能力がないとされており、逮捕されることはない。 

 

【問３７】今年３月に政府が閣議決定した刑事司法改革関連法案として、誤っているものを１つ選びなさい。 

１．全ての事件で取り調べの録音、録画を義務化 

２．司法取引の導入 

３．通信傍受の対象事件拡大 

４．国選弁護制度の拡充 

５．検察による証拠一覧表の開示を義務化 

 

【問３８】日露戦争後、旧日本軍がソ連軍と交戦し、甚大な損害を被りながら、国民にはその事実を隠した戦いを１つ選

びなさい。 

 １．２０３高地の戦い  ２．ノモンハン事件   ３．日本海海戦    ４．シベリア出兵  ５．尼港事件 

 

【問３９】次の太平洋戦争中にあった事象について、起きた順に並べたものとして正しいものを１つ選び、番号で答えな

さい。 

イ．長崎への原爆投下  ロ．広島への原爆投下  ハ．ポツダム宣言   ニ．東京大空襲   ホ．カイロ宣言 

１．ホ－ニ－ハ－ロ－イ  

２．ハ－ニ－ロ－イ－ホ 

３．ニ－ホ－ハ－ロ－イ 

４．ホ－ニ－ハ－イ－ロ 

５．ニ－ハ－イ－ロ－ホ 

 

【問４０】アイヌ民族が使う伝統的な楽器（口琴）の正しい名前を１つ選びなさい。 

１．イナウ     ２．ムックリ     ３．オハウ      ４．マッコリ       ５．カムイ 

 

【問４１】漢字の間違いがある熟語を２つ選びなさい。 

 １．呉越同集    ２．孤軍奮闘     ３．孤立無縁     ４．五里霧中       ５．言語道断 

 

【問４２】□に漢字を入れ、ことわざを完成させなさい。 

１．食□が動く   ２．馬の□に念仏   ３．□塩に掛ける   ４．□から鱗が落ちる   ５．□に衣着せぬ  
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【問４３】下線部の漢字の読み方として正しいものを２つ選びなさい。 

１．学識経験者に審査会の委員を委嘱した。（いぞく） 

２．国王の逆鱗にふれた。（ぎゃくりん） 

３．謀反に与する。（くみ） 

４．敵を威圧する。（いあつ） 

５．いったん回復したが、再び人事不省に陥った。（じんじふしょう） 

 

【問４４】外来語とその意味の組み合わせとして誤っているものを１つ選びなさい。 

１．スキル      － 熟練した技術 

２．メセナ      － 企業の節税努力 

３．イミテーション  － 模造品、模倣 

４．レクリエーション － 娯楽 

５．メモワール    － 記憶、回想録 

 

【問４５】次の「ユーキャン新語・流行語大賞」受賞作のうち、昨年の受賞作でないものを１つ選びなさい。 

１．ありのままで   ２．壁ドン    ３．想定内（外）   ４．危険ドラッグ   ５．ごきげんよう 

 

【問４６】これまで男性が関わることが多かった仕事や趣味に取り組む女性が増え、愛称が付けられています。次のうち

仕事に関係した呼称を１つ選びなさい。 

１．歴女       ２．ドボジョ   ３．鉄子       ４．山ガール     ５．文化系女子 

 

【問４７】近年、国内で起きた地震についての記述として誤っているものを１つ選びなさい。 

１．東日本大震災は、地震の規模を示すマグニチュードが９.０とされた。 

２．東日本大震災は、地殻のプレート（岩板）が押し合ってたまったひずみの解放で起きた。 

３．１９９３年の北海道南西沖地震では犠牲者の大半は崩れた建物の下敷きになった。 

４．１９９５年の阪神大震災は直下の活断層がずれて起きた。 

５．２０１５年５月の小笠原諸島沖の地震では首都圏の高層ビルが揺れる現象が起きた。 

 

【問４８】道は生物多様性保全条例に基づき、自然界へ放つことなどを禁じる「指定外来種」の第１次候補として、１２

種を挙げています。指定外来種候補から除外されたものは何ですか。２つ選びなさい。 

１．アズマヒキガエル 

２．オオマルハナバチ 

３．アメリカザリガニ 

４．ゲンジボタル 

５．カブトムシ 

 

【問４９】次の科学史に残る発明や発見を時代の古い順に並べたものとして正しいものを選び、番号で答えなさい。 

イ．ダーウィン「進化論」    ロ．ニュートン「万有引力」  ハ．ワトソン、クリック「ＤＮＡのらせん構造」     

ニ．ワット「蒸気機関」     ホ．アインシュタイン「特殊相対性理論」 

１．ロ－ニ－イ－ホ－ハ  

２．ニ－イ－ハ－ロ－ホ 

３．イ－ロ－ニ－ホ－ハ 

４．ニ－イ－ロ－ホ－ハ 

５．ロ－ニ－イ－ハ－ホ 

 

【問５０】長方形ＡＢＣＤの縦を２センチ短くし、横を３センチ長くしても面積は変わらず、さらに縦を３センチ短くし、

横を１２センチ長くしても面積は変わりません。長方形ＡＢＣＤの面積を求めなさい。 
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【問５１】日本の伝統的な工法で建てられた住宅などは、土台、柱などに強度の高い構造材が使われています。柱と柱の

上に架す、水平方向の構造材を何と言いますか。平仮名２文字か漢字１文字で書きなさい。 

 

【問５２】日本はサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）に過去５回出場しています。本選に出場したことのない選手を選び、

番号で答えなさい。 

１．中村俊輔   ２．大久保嘉人   ３．三浦知良   ４．内田篤人   ５．本田圭佑 

 

【問５３】日本の世界遺産のうち、最も西に位置するのはどこですか。１つ選びなさい。 

１．石見銀山   ２．白神山地    ３．富岡製糸場  ４．紀伊山地の霊場と参詣道   ５．知床 

 

【問５４】ドイツに関する記述です。(Ａ)～(Ｃ)に当てはまるものを１つずつ選びなさい。 

第２次大戦は１９３９年９月、（ Ａ ）率いるナチスが、（ Ｂ ）に侵攻して始まり、欧州のほぼ全域で激しい戦闘

を引き起こした。 

 戦後まもなくは戦後補償の問題は、ほとんど顧みられなかったが、６０年代になると、指導者たちは率先して謝罪を始

めた。 

 ８５年には、（ Ｃ ）が戦後４０年の演説で「われわれ全員が過去への責任を負わされており、引き受けねばならない。

過去に目を閉ざす者は現在にも盲目になる」と訴えた。 

(Ａ) ①ムッソリーニ    ②チャーチル        ③ヒトラー 

(Ｂ) ①ポーランド     ②イタリア         ③スペイン 

(Ｃ) ①コール首相     ②ワイツゼッカー大統領   ③ブラント首相 
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次の英文を読んで【問５５】～【問５７】に答えなさい。 

Okinawa on Tuesday marked the 70th anniversary of the end of the World War II battle here that claimed over 

200,000 lives, as the prefectural and central governments remain （ Ａ ） odds over the relocation of the U.S. 

Futenma air base within the prefecture. 

Tension came to a boil when people in the crowd heckled Prime Minister Shinzo Abe as he delivered a speech. 

Abe and U.S. Ambassador Caroline Kennedy were among the attendees at the memorial service for the war dead 

held at Peace Memorial Park in Itoman, the site of the final stage of the Battle of Okinawa. 

At noon, some 5,400 participants observed a minute of silence for the dead and renewed their hopes for lasting 

peace. 

“We must take pride in the path of peace we have single-mindedly （Ｂ） walked in the last 70 years and make ceaseless 

efforts to establish world peace,” Abe said in his speech. 

He later added that the central government will do its utmost to alleviate the burden on Okinawa for hosting a 

large number of U.S. military bases. 

As he delivered his speech, Abe was openly heckled by Okinawans angry at the size of the United States’ presence 

on the subtropical islands. 

Shouts of “Go home!” could be heard as the prime minister took the podium. It is relatively unusual for a prime 

minister to be jeered in public. 

Okinawa Gov. Takeshi Onaga said in his peace declaration that “it is important for each and every one of us to have 

a strong determination to actively seek peace.” 

“I will do all I can to make this place the starting point to create eternal peace and build a bright future,” he said. 

Onaga also said the prefecture is calling on the central government to suspend the relocation of U.S. Marine Corps 

Air Station Futenma to the coast of Nago from a residential area in Ginowan. 

“Opposition was shown in the election last year,” Onaga said, referring to the election in which he ran successfully 

on an anti-base pledge. The incumbent he defeated, Hirokazu Nakaima, supported the Futenma plan. 

The Abe administration sees the relocation as necessary for alleviating the burden on other parts of the prefecture. 

Onaga, however, said it is impossible to build a new base in Henoko. 

“I strongly urge the government to decide to stop the relocation work and review its current policy, without holding 

on to a fixed mindset,” he said. （ジャパンタイムズより） 
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【問５５】(Ａ)に入る最も適切な前置詞を１つ選びなさい。 

１．on     ２．with     ３．in       ４．for      ５．at 

 

【問５６】下線部(Ｂ)の意味として最もふさわしいものを１つ選びなさい。 

１．独力で   ２．一方的に   ３．ひたむきに   ４．他は顧みず   ５．かろうじて 

 

【問５７】以下の文章で英文の内容と一致しているものを１つ選びなさい。 

１．沖縄戦では２０万人以上が犠牲になったが、犠牲者数については沖縄県と政府の見解が異なっている。 

 ２．米軍普天間飛行場の移設問題をめぐって、政府と沖縄県は県内移設することでは合意している。 

 ３．安倍晋三首相は沖縄の基地負担軽減に向けて最大限の努力をすると述べた。 

４．首相が国民の面前で演説をするのは比較的まれなことである。 

５．沖縄県の翁長雄志知事は、県の同意なしに辺野古に新基地を造ることはできないと訴え、建設中止を求めた。 

 

【問５８】次の（ア）～（ウ）の（  ）に入る最もふさわしい単語をそれぞれ１つずつ選び、番号で答えなさい。 

（ア）An Islamic Jihad leader(     ) by Israel has agreed to end a 56-day hunger strike in exchange for a pledge that 

he would go free next month, a Palestinian official said on Monday. (ロイターより) 

1. killed              2. jailed         3. released       4. shot          5. learned 

 

（イ）China has hosted the signing ceremony of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), a new international 

financial institution set to (     )the World Bank and Asian Development Bank. (ＢＢＣより) 

1. cooperate with      2. pass          3. play with      4. rival         5. merge with 

 

（ウ）“I watched the baseball game at Sapporo Dome last night. ” 

“So (     ).” 

1. I did               2. I do           3. did I          4. had I        5. I had 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


