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会 場 職 種 受験番号 氏 名 

札 ・ 東 ・ 京      職 
  

 
【記者職・写真記者職共通】 

２０１６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】憲法第９条の条文中、（Ａ）に入る言葉を書きなさい。 
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる（Ａ）と、武力による威嚇又は武力の行

使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 
 
【問２】憲法に記された国会と内閣に関する規定のうち、誤っているものを１つ選びなさい。 
１．内閣は、衆院か参院のいずれかで総議員の四分の一以上の要求があれば、臨時国会の召集を決定しなければならない。 
２．内閣総理大臣と国務大臣は、答弁または説明のため国会に出席を求められたときは、出席しなければならない。 
３．予算は、先に衆院に提出しなければならない。 
４．内閣総理大臣は、衆院議員の中から衆院の議決で指名する。 
５．国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 

 
【問３】昨年８月に閣議決定された戦後７０年の安倍晋三首相談話の一部です。（  ）に入る言葉として正しいものを１

つ選びなさい。 
わが国は、先の大戦における行いについて、繰り返し、（   ）を表明してきました。その思いを実際の行動で示すた

め、インドネシア、フィリピンはじめ東南アジアの国々、台湾、韓国、中国など、隣人であるアジアの人々が歩んできた苦

難の歴史を胸に刻み、戦後一貫して、その平和と繁栄のために力を尽くしてきました。 
こうした歴代内閣の立場は、今後も、揺るぎないものであります。 
１．深い悔悟の念と心からのおわびの気持ち 
２．痛切な反省と心からのおわびの気持ち 
３．侵略と植民地支配への謝罪 
４．あやまちを二度と繰り返さないとの心からの誓い 
５．再び戦争の惨禍が起こることのないようにする決意 

 
【問４】２００８年７月に開催された北海道洞爺湖サミットに出席した日本の首相は誰ですか。１つ選びなさい。 
１．福田康夫    ２．安倍晋三    ３．小泉純一郎    ４．鳩山由紀夫    ５．麻生太郎 
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【問５】戦後の日本とロシア（旧ソ連）の関係について誤っているものを１つ選びなさい。 
１．１９５６年、鳩山一郎首相はブルガーニン首相と日ソ共同宣言に署名し、ソ連との国交が回復。宣言は平和条約締

結後に歯舞群島と色丹島を日本に引き渡すと明記した。 
２．１９７３年、田中角栄首相は訪ソしてブレジネフ・ソ連共産党書記長と会談し、「第二次大戦時からの未解決の問題」

として北方領土問題の存在を口頭で確認した。 
３．１９９１年、ソ連のゴルバチョフ大統領が来日し、海部俊樹首相と日ソ共同声明に署名。北方領土問題の存在を公

式の文書で認めた。 
４．１９９３年、ロシアのエリツィン大統領が来日し、細川護熙首相と東京宣言に署名した。東京宣言は北方四島を列

挙し、その帰属問題を過去に合意した文書や法と正義に基づいて解決することなどを明記した。 
５．１９９８年、橋本龍太郎首相がエリツィン大統領と静岡県伊東市川奈で会談。日本政府は、択捉島とその北側のウ

ルップ島（得撫島）の間に国境を画定し、実際の返還時期は別途協議するとした「川奈提案」を事前に検討したが、

時期尚早との判断から会談でエリツィン氏に伝えることは見送られ、幻の案に終わった。 
 
【問６】この夏の参院選で２つの県が１つの選挙区に統合される「合区」の対象となる県の組み合わせとして、正しいも

のを１つ選びなさい。 
１．青森・秋田、鳥取・島根 
２．徳島・高知、香川・愛媛 
３．鳥取・島根、徳島・高知 
４．鳥取・島根、佐賀・長崎 
５．徳島・高知、佐賀・長崎 

 
【問７】次の文章の（   ）に当てはまる言葉は何ですか。カタカナ４文字で書きなさい。 
タックス（    ）とは、税金を免除したり非常に低くしたりしている国や地域。日本語では租税回避地と呼ばれる。

パナマや英領バージン諸島、ケイマン諸島などが有名。 
 
【問８】次の文章は、日本銀行の金融政策についての記述です。誤っているものを１つ選びなさい。 
１．異次元緩和と呼ばれる日銀の金融緩和は今年４月に４年目に入った。 
２．日銀は欧米の中央銀行に先駆けてマイナス金利を導入した。 
３．日銀は、大量の国債などを買い、資金を供給している。 
４．日銀が掲げる物価上昇率の目標は２％である。 
５．日銀は、２年程度で物価上昇目標を達成するはずだったが、実現していない。 

 
【問９】衆参両院の農林水産委員会は、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉で、５品目の農産物を「聖域」として守るよう決

議しました。野党は国会で、聖域が守られたかどうか、政府を追及しています。次の中で５品目に含まれないものを１つ

選びなさい。 
１．コメ    ２．牛肉    ３．豚肉    ４．ミカン    ５．乳製品 

 
【問１０】電力制度改革の一環として、今年４月から始まったものを、次の中から１つ選びなさい。 
１．固定価格買い取り ２．発送電分離 ３．総括原価方式 ４．小売りの全面自由化 ５．原発の新設禁止 

 
【問１１】経営再建中の（  ）が今年４月、台湾の鴻海（ホンハイ）精密工業の傘下に入る契約を締結しました。日本の

電機大手で初めて外国資本の下での復活を目指す（  ）の企業名を次の中から１つ選びなさい。 
１．パナソニック    ２．キャノン    ３．シャープ    ４．ロッテ    ５．インテル 

 
【問１２】大手と一線を画し第三極と言われた国内航空会社は、経営悪化などで次々に大手航空会社ＡＮＡの傘下に入っ

ています。昨年、ＡＩＲＤＯ、スカイネットアジア航空などに次いでＡＮＡグループに入った、格安料金を売りにした航

空会社の名前を書きなさい。 
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【問１３】オバマ米大統領が、任期中に行ったことを２つ選びなさい。 
１．ウクライナ空爆 
２．チェコのプラハで「核なき世界」に向けた構想を演説  
３．キューバとの国交回復  
４．被爆地・長崎の訪問  
５．ノルマンディー上陸作戦 

 
【問１４】６月２３日に欧州連合（ＥＵ）離脱の是非を問う国民投票を実施する国はどこですか。１つ選びなさい。 
１．イギリス    ２．フランス    ３．オランダ    ４．ベルギー    ５．フィンランド 

 
【問１５】次の文章は、日本の社会保障に関する記述です。（イ）～（ハ）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。 
日本の社会保障にかかるお金（給付費）は２０１５年度、予算ベースで１１７兆円近くになっている。財源は、「保険料」

と「税金」でまかなっており、給付費のうちわけは、（イ）５６．２兆円、（ロ）３７．５兆円、（ハ）２３．１兆円の順番

に多い。 
１．イ 介護・子育て  ロ 年金      ハ 医療 
２．イ 年金      ロ 介護・子育て  ハ 医療 
３．イ 介護・子育て  ロ 医療      ハ 年金 
４．イ 医療      ロ 介護・子育て  ハ 年金 
５．イ 年金      ロ 医療      ハ 介護・子育て 

 
【問１６】大学生などのアルバイトで、長時間労働や賃金未払い、正社員並みのノルマを課されたり、パワハラや契約外

の業務を強要されたりすることが問題化しています。こうしたアルバイトは何と呼ばれていますか。カタカナ７文字以上

で書きなさい。 
 
【問１７】社会問題化している「ドメスティック･バイオレンス（ＤＶ）」を説明する一般的な意味として適切なものを１

つ選びなさい。 
１．親しい友人に対する暴力  
２．配偶者や恋人に対する暴力 
３．子ども同士の暴力的ないじめ 
４．外国人に対する暴力 
５．老人に対する暴力 

 
【問１８】待機児童問題の現状や原因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．保育士が他職種に比べて給与など処遇面が悪く、人手不足が恒常化している。 
２．全般的に大都市を中心に待機児童数が多くて、深刻になっている。 
３．女性の社会進出が進み、働く女性が増えていることで保育の需要が増えている。 
４．一部の地域では保育園に株式会社など民間の参入が目立つ。 
５．全国の保育園の総数、児童定員が一向に増えていない。 

 
【問１９】偏食、運動不足、喫煙、ストレス、飲酒などの日常生活のライフスタイルが要因となって発症し、現代人にとっ

て最も注意しなければならないとされる疾病の総称を、漢字５文字で書きなさい。 
 
【問２０】ブラジルなど中南米を中心に感染症「ジカ熱」の拡大と日本への上陸が心配されています。この感染症はある

生物を介して人が感染します。この生物として正しいものを１つ選びなさい。 
１．ハチ    ２．ノミ    ３．犬    ４．ネズミ    ５．蚊 
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【問２１】小、中学校９年間の義務教育を一貫して行い、これまで別々だったカリキュラムなどを弾力的に運用できる学

校のことをなんといいますか。正しいものを１つ選びなさい。 
１．特別支援学校  ２．中等教育学校  ３．義務教育学校  ４．基礎教育学校  ５．基幹教育学校 

 
【問２２】次の文章は、教育基本法の一部です。（イ）（ロ）に入る言葉それぞれ１つ選びなさい。 
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、（イ）、社会的身

分、経済的地位または（ロ）によって、教育上差別されない。 
１．門地    ２．障害    ３．能力    ４．性別    ５．宗教 

 
【問２３】大学入試センター試験に代わり、２０２０年度から実施される「新テスト」の説明について、正しいものを１つ

選びなさい。 
１．国語と数学の一部で記述式問題を出題する。 
２．複数回のテストを受験することができる。 
３．別々の教科を組み合わせる「合教科」の問題を出題する。 
４．英語、国語、数学の３教科で行う。 
５．個別面接を導入する。 

 
【問２４】ＣＯＰ２１（気候変動枠組条約第２１回締約国会議）に関する記述として正しいものを２つ選びなさい。 
１．日本は２０３０年までに温室効果ガスを１３年比で３６％減らす目標だ。 
２．世界の気温上昇を２度未満に抑え、さらに１・５度に抑えるよう努力する。 
３．１９６の国と地域による温暖化対策の新枠組み「ボン協定」が採択された。 
４．途上国への資金援助の枠組みは合意に至らず、引き続き協議する。 
５．今世紀後半には温室効果ガス排出と森林などによる吸収を均衡させる。 

 
【問２５】日本の公害病に関して、誤った組み合わせを１つ選びなさい。 
１．イタイイタイ病＝神通川 
２．四日市ぜんそく＝ＰＭ２．５ 
３．水俣病＝有機水銀 
４．カネミ油症＝ＰＣＢ 
５．新潟水俣病＝阿賀野川 

 
【問２６】江戸時代に京都で活躍し、今年生誕３００年となる絵師がいま、ブームになっています。その絵師は誰ですか。

正しいものを１つ選びなさい。 
１．尾形光琳    ２．伊藤若冲    ３．司馬江漢    ４．歌川広重    ５．円山応挙 

 
【問２７】次の文章は原爆の悲惨さをテーマにした著名な文芸作品、漫画に関する記述です。（イ）（ロ）に入る作品名をそ

れぞれ書きなさい。 
 井伏鱒二の（イ）は広島の原爆の悲劇を、庶民の日常を通じて描写した小説。井伏文学の代表作の一つで野間文芸賞を

受賞した。中沢啓治の漫画（ロ）は昨年、アラビア語版がエジプトで出版されるなど、世界各国語に翻訳されている。 
 
【問２８】札幌などで毎年開かれている国際教育音楽祭「パシフィック・ミュージック・フェスティバル（ＰＭＦ）」を創

設した、世界的な指揮者は誰ですか。１つ選びなさい。 
１．カラヤン    ２．アバド    ３．バーンスタイン    ４．ベーム    ５．クライバー 

 
【問２９】伝統的な芸能や工芸技術を受け継ぐ人のうち、特に高度な技術を身に付けた人が認定対象となる「重要無形文

化財保持者」の通称を漢字４文字で書きなさい。 
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【問３０】次の文章の（  ）に入る漢字２文字を書きなさい。 
今年のアメリカ映画の祭典、アカデミー賞は、演技部門の候補２０人が２年続けて全員が（  ）だったとして批判を

受けた。 
 
【問３１】同一の曲が１９８６年から昨年まで、３０年連続で日本の週間シングルランキングの１００位以内に入ったと

して、ギネス世界記録に認定されたシンガー・ソングライターは誰ですか。正しいものを１つ選びなさい。 
１．小田和正   ２．大貫妙子   ３．カールスモーキー石井  ４．山下達郎    ５．大瀧詠一 

 
【問３２】衆参両院の議員が、辞職、死亡するなどで欠員が生じた場合の補欠選挙は、年２回、まとめて行われます。何月

と何月でしょうか。次の中から正しいものを１つ選びなさい。 
１．１月と７月  ２．２月と８月  ３．４月と１０月  ４．５月と１１月  ５．６月と１２月 

 
【問３３】全国で初めて昨年、条例に基づき同性のカップルを結婚に相当する「パートナーシップ」と認める証明書の交

付を開始した自治体はどこですか。正しいものを１つ選びなさい。 
１．横浜市    ２．新宿区    ３．豊島区    ４．千葉市    ５．渋谷区 

 
【問３４】地方創生を掲げる安倍晋三政権が今年３月末までに全自治体に策定を求めた人口減少対策をなんと言いますか。

漢字７文字で書きなさい。 
 
【問３５】次の（イ）（ロ）に入る言葉を書きなさい。 
 最高裁は４月、（イ）病患者の裁判を隔離された療養施設などの「（ロ）法廷」で開いた問題で、調査報告書を公表した。

（イ）病患者が被告であれば一律に（ロ）法廷の設置を認めた手続きは１９６０年以降は違法だったと認め、謝罪した。 
 
【問３６】検察審査会は、市民の視点で検察が決めた不起訴の良しあしを審査する機関です。その議決として誤っている

ものを２つ選びなさい。 
１．不起訴相当    ２．起訴相当    ３．起訴不当    ４．不起訴不当    ５．起訴不適当 

 
【問３７】２０年前の１９９６年２月１０日、北海道の古平、余市町にまたがる国道２２９号のトンネルで岩盤が崩落。

路線バスと乗用車が押しつぶされて２０人が死亡しました。このトンネルの名称として正しいものはどれですか。１つ選

びなさい。 
１．古平トンネル  ２．豊浜トンネル  ３．小樽トンネル  ４．余市トンネル  ５．ニセコトンネル 

 
【問３８】国は現在、アイヌ文化振興の拠点として、胆振管内白老町で「民族共生の象徴となる空間」（象徴空間）の開設

準備を進めるなど、アイヌ民族を先住民族として認めた上で、新たなアイヌ民族政策を進めています。２００８年６月の

あることが直接的なきっかけとなっていますが、それは何でしょうか。１つ選びなさい。 
１．二風谷ダム訴訟判決 
２．北海道アイヌ協会の要請 
３．国会決議 
４．アイヌ文化振興法施行 
５．アイヌ民族の遺骨問題の発覚 

 
【問３９】ハワイの「アロハ」、京都の「おいでやす」、沖縄の「めんそーれ」のように、北海道に来た人への歓迎の言葉と

して、北海道では今、「こんにちは」を意味するアイヌ語を定着させるキャンペーンを官民で進め、空港などで掲示してい

ます。このアイヌ語を次の中から１つ選びなさい。 
１．アイヌモシリ    ２．イヨマンテ    ３．エカシ    ４．シサム    ５．イランカラプテ 
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【問４０】江戸時代、北海道の松前藩はアイヌ民族との交易を通じて潤いました。松前藩の家老で絵師だった蠣崎波響（か

きざきはきょう）がアイヌ民族の有力者１２人らを描いた「夷酋（いしゅう）列像」には、アイヌ民族側が大陸から入手し

た交易品を見ることができます。こうした交易品は藩や和人を通じて江戸や京都などにも流通したとされます。以下の中

で、アイヌ民族が大陸方面から手に入れた渡来品でないものはどれでしょうか。１つ選びなさい。 
１．ラッコの毛皮  ２．青玉（ガラス製品）  ３．絹織物「蝦夷錦」  ４．米  ５．革靴 

 
【問４１】次のことわざの（  ）部分に入る動物名のうち、十二支にない動物はどれですか。１つ選びなさい 
１．大山鳴動して（  ）１匹 
２．鶏口となるも （  ）後となるなかれ 
３．前門の虎 後門の（  ） 
４．脱（  ）の勢い 
５．竜の髭を撫で（  ）の尾を踏む 

 
【問４２】下線部を漢字に直しなさい。 
１．ふへん的な真理を探究する。 
２．ふへん不党の立場を守る。 

 
【問４３】Ａ、Ｂ、Ｃは古典文学の書き出しです。作家名の組み合わせで正しいものはどれですか。１つ選びなさい。 
 
 Ａ．「春はあけぼの。やうやうしろくなり行く」 
 Ｂ．「つれづれなるままに、日くらし、硯にむかひて、心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、 

あやしうこそものぐるほしけれ」 
 Ｃ．「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」 
 
    Ａ           Ｂ           Ｃ 
１．紫式部         吉田兼好        紀貫之 
２．紫式部         松尾芭蕉        井原西鶴 
３．清少納言        松尾芭蕉        鴨長明 
４．清少納言        吉田兼好        鴨長明 
５．和泉式部        近松門左衛門      小林一茶 

 
【問４４】２０１５年の新語・流行語大賞にノミネートされた５０語のうち、安全保障関連法に関係のある言葉を２つ選

びなさい。 
１．爆買い    ２．駆けつけ警護    ３．存立危機事態    ４．白紙撤回    ５．１億総活躍社会 

 
【問４５】明治安田生命保険は２月に、新社会人の理想の上司ベスト１０を発表しました。次のうち該当しない人の番号

を１つ選びなさい。 
１．池上彰    ２．松岡修造    ３．所ジョージ    ４．ビートたけし    ５．タモリ 

 
【問４６】次のことわざのうち誤っているものを１つ選びなさい。 
１．火中の栗を拾う  ２．苦は楽の種  ３．水魚の交わり  ４．薄氷を踏む  ５．鬼の混乱 

 
【問４７】次の元素記号の日本語表記のうち誤っているものを１つ選びなさい。 
１．Ｈ ＝ 水素  ２．Ｃ ＝ 炭素  ３．Ｆｅ＝ 鉄  ４．Ｃu ＝ 亜鉛  ５．Ｐｂ＝ 鉛 
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【問４８】次の気象用語に関して正しい記述を２つ選びなさい。 
１．真冬日＝最低気温が－５度未満の日 
２．猛暑日＝最高気温が４０度以上の日 
３．超大型台風＝風速１５㍍以上の半径が８００㌔以上 
４．藤田スケール＝竜巻などの強さを現す尺度 
５．ラニーニャ現象＝東部太平洋赤道域の海面水温が平年より高くなる 

 
【問４９】３、７、１１、１５…と並ぶ数列があります。この数列の２０番目の数を答えなさい。 
 
【問５０】微小な浮遊水滴や湿った微粒子によって、視程（水平方向で見通せる距離）が１キロメートル以上、１０キロメ

ートル未満の状態を気象用語で何と言いますか。正しいものを１つ選びなさい。 
１．かすみ   ２．霧   ３．もや   ４．黄砂   ５．水蒸気 

 
【問５１】二十四節気を季節の順に正しく並べたものを１つ選びなさい。 
１．立春－寒露－芒種－啓蟄－処暑－小雪 
２．立春－芒種－寒露－小雪－啓蟄－処暑 
３．立春－小雪－啓蟄－処暑－寒露－芒種 
４．立春－啓蟄－芒種－処暑－寒露－小雪 
５．立春－処暑－小雪－芒種－啓蟄－寒露 

 
【問５２】直木賞の受賞者と受賞作品と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．桜木紫乃－ホテルローヤル 
２．辻村深月－鍵のない夢を見る 
３．又吉直樹－火花 
４．池井戸潤－下町ロケット 
５．西加奈子－サラバ！ 

 
【問５３】プロ野球で打者の３冠王とは、本塁打王、打率王と、もう１つは何か、書きなさい。 
 
【問５４】農産物は、日本での端境期に、季節が逆の南半球から輸入されるものが数多くあります。ニュージーランドの

国鳥の名前に由来し、酸味のある果物は何ですか。書きなさい。 
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 次の英文はオバマ米大統領が今年３月、キューバの首都ハバマを訪問した際に行った演説の一節です。これについて 

【問５５】から【問５８】に答えなさい。 
 
Havana is only 90 miles from Florida, but to get here we had to travel a great distance -- over barriers of history and 
ideology; barriers of pain and separation.  The blue waters beneath Air Force One once carried American battleships 
to this island -- to liberate, but （ ア ） to exert control over Cuba.  Those waters （ ア ） carried generations 
of Cuban revolutionaries to the United States, where they built support for their cause.  And that short distance has 
been crossed by hundreds of thousands of Cuban exiles -- on planes and makeshift rafts –who came to America in 
pursuit of freedom and opportunity, sometimes leaving behind everything they owned and every person that they loved. 
Like so many people in both of our countries, my lifetime has spanned a time of isolation between us.  The Cuban 
Revolution took place the same year that my father came to the United States from Kenya.  （ イ ） took place the 
year that I was born. The next year, the entire world held its breath, watching our two countries, as humanity came 
as close as we ever have to the horror of nuclear war.  As the decades rolled by, our governments settled into a 
seemingly endless confrontation, fighting battles through proxies.  In a world that remade itself time and again, one 
constant was the conflict between the United States and Cuba. 
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas. I have come here to extend the hand of 
friendship to the Cuban people. 
 
【問５５】（ ア ）には同じ単語が入ります。最も適切なものを１つ選びなさい。 
１．never  ２．also   ３．hardly  ４．soon  ５．rarely 

 
【問５６】（ イ ）に当てはまる歴史上の出来事を次の中から１つ選びなさい。 
１．The Wounded Knee Massacre  
２．The Bombing of Guernica  
３．The Bay of Pigs 
４．The Gulf of Tonkin  
５．The Cuban War of Independence 

 
【問５７】次の訳文のうち、オバマ氏の発言と合致しないものを２つ選びなさい。 
１．「ハバナはフロリダからわずか９０マイルだが、大きな隔たりを旅しなければ来られない」 
２．「時の経過とともに、私たちの政府は終わりの見えない戦闘に入り込んでいった」 
３．「両国の多くの人々と同じように、私の人生もわたしたちの断絶の時代と重なっている」 
４．「その翌年、全世界が息をのんで、私たちの２つの国を見守った」 
５．「私は米州に残された冷戦の最後の遺物を確認するためにここに来た」 

 
【問５８】次の文章の中で、英文の内容と一致するものを１つ選びなさい。 
１．米国とキューバの対立関係は世界の変動とともに変化してきた。 
２．米国とキューバは地理的に近く、密接な関係を保ってきた。 
３．オバマ大統領が生まれたその年にキューバ革命が起きた。 
４．米国はキューバを解放し、影響力を及ぼすことを狙っていた。 
５．キューバから米国に亡命した人々はごくわずかに過ぎない。 
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【問５９】次の英文の（  ）に当てはまる語句の組み合わせで正しいものを選びなさい。 
    TOKYO, April 25 (Reuters) - Tokyo 2020 organisers （  ） a new Olympic logo featuring traditional Japanese 
designs on Monday, seven months after they were （  ） to scrap the original motif over accusations of plagiarism. 
    The new logo, （  ） from more than 14,000 candidates, adopts a traditional indigo-blue chequered pattern 
（  ） "ichimatsu moyo" that dates back to the Edo period (1603-1868). 
 
１．released – pleased – taken – named 
２．revoked – advised – withdrawn - based on 
３．showed – strained – made - entitled  
４．unveiled – forced – chosen – called 
５．rejected – counseled – came out – made from 

 
【問６０】次の英文を日本語に訳しなさい。 

The deadly earthquakes that struck the southern Japanese island of Kyushu on Thursday and Saturday breached 
the walls of Kumamoto Castle which had previously withstood bombardment and fire in its four centuries of existence. 

（ロイター通信社 2016 年 4 月 16 日記事より） 
 


