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【全職種共通】

２０１４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 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】以下は、憲法の改正手続きを定めた憲法第９６条の条文です。(Ａ)と(Ｂ)に入る言葉を書きなさい。
この憲法の改正は、各議院の総議員の（ Ａ ）の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なけ
ればならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その（ Ｂ ）の賛成
を必要とする。
【問２】憲法第５４条では、衆議院が解散されたとき、解散の日から何日以内に総選挙を行うと定めていますか。正しい
ものを１つ選びなさい。
１．１０日

２．２０日

３．３０日

４．４０日

５．５０日

【問３】憲法第７条は天皇の国事行為を定めています。天皇の国事行為に当たらないものを２つ選びなさい。
１．憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
２．外交関係を処理すること
３．国会を召集すること
４．衆議院を解散すること
５．条約を締結すること
【問４】法律などの法規が憲法に適合しているかどうかを最終的に審査し、「憲法の番人」とも呼ばれる組織はどれです
か。１つ選びなさい。
１．内閣法制局

２．検察庁

３．最高裁判所

４．法務省

５．日本弁護士連合会

【問５】今年１月の通常国会において安倍晋三首相が施政方針演説で示した政策として、適当ではないものを２つ選びな
さい。
１．女性の国家公務員採用を再来年度から、全体で 3 割以上にする。
２．日本版ＮＩＨ（国立衛生研究所）を創設する。
３．今年末までに集団的自衛権の行使を可能にする。
４．２０２０年を目標に外国人留学生の受け入れ数を 2 倍以上に拡大する。
５．沖縄の米軍普天間基地返還を 5 年以内に実現する。
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【問６】安倍晋三首相が経験したことのない役職を１つ選びなさい。
１．内閣官房長官
２．自民党幹事長
３．衆院副議長
４．外務大臣秘書官
５．自民党総裁
【問７】昨年１２月に成立した特定秘密保護法に明記された特定秘密の指定対象に含まれないものを１つ選びなさい。
１．テロ防止用の暗号
２．防衛力整備に関する見積もり、計画、研究
３．政府が不当と認めた報道機関の原発事故の情報
４．スパイなど特定有害活動の防止に関する情報
５．安全保障目的の貨物の輸出入禁止措置
【問８】安倍晋三首相が昨年１２月に参拝した靖国神社に合祀されていることが一部近隣国の批判の対象となっている、
戦後の極東国際軍事裁判（東京裁判）で起訴された戦争指導者のことを何と言いますか、書きなさい。
【問９】次の出来事を起きた順に並べ、番号で答えなさい。
１．プラザ合意
２．北海道拓殖銀行・山一証券破綻
３．リーマン・ショック
４．ニクソン・ショック
５．ＷＴＯ（世界貿易機関）創設
【問１０】次の記述で、正しいものを２つ選びなさい。
１．２０１２年後半から円安基調が続いている。
２．雇用者全体に占める非正規雇用者の割合は２０％台に上っている。
３．日本国内の原子力発電所は２０１４年３月現在、１基だけ稼働している。
４．２０１３年に日本を訪れた外国人旅行者は初めて１千万人を突破した。
５．日本のＧＤＰ（国内総生産）規模は米国に次いで世界第２位である。
【問１１】次の文章の（

）に当てはまる言葉を漢字３文字で書きなさい。

国内企業が工場などの生産拠点を海外に移す動きが進むことにより、国内の雇用が減少し、その産業が衰退していく
現象を産業の（

）と呼んでいます。

【問１２】尖閣諸島に関する記述で、正しいものを１つ選びなさい。
１．尖閣諸島は中国が実効支配をしている。
２．中国は清の時代から一貫して尖閣諸島の領有権を主張してきた。
３．米国は尖閣諸島に対する日本の領有権を認めている。
４．日本は「尖閣諸島の領有権問題は存在しない」と主張している。
５．尖閣諸島には第２次世界大戦後も長い間、日本人が住んでいた。
【問１３】核兵器を保有していない国を２つ選びなさい。
１．南アフリカ

２．パキスタン

３．北朝鮮

４．フランス

【問１４】ノーベル平和賞を受賞していない人は誰ですか。１つ選びなさい。
１．バラク・オバマ

２．ウラジーミル・プーチン

４．ダライ・ラマ１４世

５．アウン・サン・スー・チー
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３．金大中

５．オーストラリア

【問１５】団塊の世代についての説明です。
（

）に入る言葉の組み合わせのうち正しいものを１つ選びなさい。

第２次世界大戦後の１９４７年から（イ）年ごろまでの第１次ベビーブームに生まれた世代を指す。今年末までに、全
員が高齢者の仲間入りする。作家の（ロ）が小説の題名に使ったことからこの言葉が広まった。
１．イ １９５５

ロ 川端康成

２．イ １９４９

ロ 城山三郎

３．イ １９５１

ロ 新田次郎

４．イ １９４９

ロ 堺屋太一

５．イ １９５５

ロ 吉行淳之介

【問１６】最近の女性の社会進出についての説明として誤っているものを１つ選びなさい。
１．世界経済フォーラムの２０１３年度の男女平等度ランキングで日本は上位にいる。
２．政府は子どもが３歳になるまで育児休業や短時間勤務を取得出来る「育休３年」を提唱した。
３．育児休業の取得率は男性よりも女性の方が高い。
４．国家公務員の管理職に占める女性の割合は２０１３年１月現在で２・７％にすぎない。
５．政府は「女性が輝く社会づくりチーム」を内閣官房に設けた。
【問１７】超党派の国会議員が尊厳死法案の国会提出を準備しています。
（

）に当てはまる言葉を漢字３文字で書きな

さい。
尊厳死は回復する見込みのない終末期の患者の意思に沿って延命措置をせず、そのまま死を迎えさせることを指す。こ
れに対し薬物などを投与し、人為的に死期を早めることを（

）と言う。

【問１８】ブラック企業についての説明として正しいものを１つ選びなさい。
１．１９世紀に米国の経済学者が命名した。
２．暴力団と関係のある企業を指す場合がある。
３．昨年の新語流行語大賞に選ばれた。
４．どちらかと言えば、若手より高齢社員の離職率が高い企業が多い。
５．セクハラが横行する企業は該当しない。
【問１９】特別養護老人ホームについての説明として誤っているものを１つ選びなさい。
１．常時介護が必要で、認知症などにより自宅では適切な介護ができない高齢者が入居している。
２．居住環境が悪いことから入居希望者が少ない。
３．費用は本人の所得などによって変わる。
４．介護の優先度が高い人の入所を優先している。
５．最近は個室が増えている。
【問２０】学校教育で最近、導入されはじめた「反転授業」の説明として正しいものを１つ選びなさい。
１．生徒が教壇に立ち、教師に代わって教えることで自らの学びにつなげる。
２．生徒が２人ずつ組になって賛成、反対の立場を交代しながら論点をあぶり出す。
３．タブレット端末を使って家庭で授業の予習をし、学校の授業でそれを深める。
４．国語などで自分が登場人物になった想定で気持ちや行動を読み解く。
５．自分の意見と正反対の考えを自ら列挙することで理解を深める。
【問２１】研究者と研究分野、代表的な著作の組み合わせとして正しいものを１つ選びなさい。
１．養老孟司

―

生物学

― 「生物と無生物のあいだ」

２．福岡伸一

―

サル学

― 「バカの壁」

３．松沢哲郎

―

脳科学

― 「想像するちから」

４．上野千鶴子 ― ジェンダー論 ― 「スカートの下の劇場」
５．尾木直樹

―

地球物理学 ― 「地球・４６億年の孤独」
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【問２２】現在の教育委員会の仕組みとして誤っているものを１つ選びなさい。
１．複数の教育委員による合議制である。
２．教育委員会はどの都道府県、市町村にも置かれている。
３．教育委員が互選で教育長を選ぶ。
４．教育委員会の開催頻度は月１回程度である。
５．教育委員会は教育行政の予算権を持っている。
【問２３】明治期の教育者福沢諭吉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．
「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」という言葉を残した。
２．慶應義塾大学の創設者である。
３．江戸末期、咸臨丸で渡米した。
４．若いころから英語の重要性に気づき勉強した。
５．代表的な著作は「生まれ出づる悩み」である。
【問２４】世界自然遺産に指定されていない地域を２つ選びなさい。
１．富士山

２．知床

３．白神山地

４．屋久島

５．西表島

【問２５】次の文章は原発事故についての記述です。①～③に入る数字の組み合わせとして正しいものを選びなさい。
旧ソ連のチェルノブイリ原発事故が起きたのは（ ① ）年であった。２０１１年に福島第１原発事故が起きる前、日
本では（ ② ）基の原発が稼働し、全電力に占める原子力エネルギーの割合は約（ ③ ）％だった。
１．①１９７６ ②５４ ③３０
２．①１９７６ ②２４ ③１０
３．①１９８６ ②５４ ③３０
４．①１９８６ ②２４ ③１０
５．①１９９２ ②４６ ③５０
【問２６】日本国内で絶滅した生物を２つ選びなさい。
１．ニホンカモシカ

２．ニホンオオカミ

３．ニホンカワウソ

４．イリオモテヤマネコ ５．ニホンザル

【問２７】日本の公害病として最初に認定されたイタイイタイ病の原因物質を１つ選びなさい。
１．水銀

２．カドミウム

３．ダイオキシン

４．アスベスト

５．ヒ素

【問２８】北海道在住の作家、桜木紫乃さんが２０１３年上半期の直木賞を受賞しました。受賞作として正しいものを１
つ選びなさい。
１．下町ロケット

２．昭和の犬

３．何者

４．恋歌（れんか）

５．ホテルローヤル

【問２９】江戸時代の浮世絵師とその作品の組み合わせで、誤っているものを１つ選びなさい。
１．喜多川歌麿 － 風俗東之錦
２．歌川広重 － 東海道五十三次
３．葛飾北斎 － 富嶽三十六景
４．東洲斎写楽 － 大谷鬼次の奴江戸兵衛
５．菱川師宣 － 見返り美人図
【問３０】昨年が生誕１１０年、没後５０年で、「東京物語」などの作品を残した映画監督は誰ですか。１つ選びなさい。
１．小津安二郎

２．黒沢明

３．今村昌平
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４．溝口健二

５．マキノ雅弘

【問３１】市長が文楽を「面白いものにすべきだ」などと批判して文楽協会への予算を削減した自治体を１つ選びなさい。
１．京都市

２．大阪市

３．松江市

４．横浜市

５．宇都宮市

【問３２】日本の総人口はすでに減少に転じていますが、一部自治体ではなお、増加傾向にあります。総務省の２０１３
年人口移動報告で、人口が増えた地方自治体を２つ選びなさい。
１．宮城県

２．北海道

３．神奈川県

４．広島県

５．京都府

【問３３】都道府県を廃止して、全国を１０程度の行政地域に再編し、国の権限や財源を移管する構想を何といいますか。
漢字３文字で書きなさい。
【問３４】４月から消費税率が８％に引き上げられましたが、このうち地方自治体の収入分となるのは何％ですか。１つ
選びなさい。
１．１．０％

２．１．７％

３. ２．３％

４. ２．５％

５. ３．０％

【問３５】北海道には財政が破綻し、全国で唯一、国の管理下で再建を進めている財政再生団体の地方自治体があります。
その都市を漢字で書きなさい。
【問３６】次の行為とそれを禁じている法律との組み合わせで誤っているものを２つ選びなさい。
１．大麻所持

－ 刑法

２．優越的地位の乱用

－ 独占禁止法

３．執拗なつきまとい

－ ストーカー規制法

４．営業秘密の不正取得

－ 不正競争防止法

５．著作物の私的複製

－ 著作権法

【問３７】少年犯罪に関する説明で正しいものを２つ選びなさい。
１．少年による刑法犯罪は増加の一途をたどり、２０１２年に摘発された人数は戦後最悪となった。
２．刑法の規定により、１４歳未満の少年の犯罪行為は罰せられない。
３．少年法は罪を犯した少年に対する死刑と無期懲役刑を禁じている。
４．新聞などのメディアは少年犯罪の報道で、未成年の被疑者らを匿名としているが、これは少年法の規定に基づく。
５．罪に問われた少年に対する刑事裁判の第１審は必ず家庭裁判所で行われる。

【問３８】国連組織の中で緒方貞子さんが長く務めた役職を一つ選びなさい。
１．難民高等弁務官
２．事務総長
３．国際司法裁判所裁判官
４．世界保健機関事務局長
５．国際通貨基金専務理事
【問３９】イスラム教の習慣や戒律に配慮した食事提供などのサービスを指す言葉として、正しいものを１つ選びなさい。
１．ラマダン

２．ハラル

３．コーラン

４．ファトワ

５．ジハード

【問４０】アイヌ民族の口承文芸として正しいものを１つ選びなさい。
１．マハーバーラタ

２．サーガ

３．ユーカラ
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４．カレワラ

５．ギルガメッシュ

【問４１】次の５つの漢字の読み仮名を書きなさい。
１．几帳面
２．醍醐味
３．金輪際
４．御曹司
５．阿漕
【問４２】次の四字熟語の□の欄に入る漢数字を全部足し算するといくつになりますか。算用数字で答えなさい。
１．□里霧中
２．□面楚歌
３．□刀両断
４．朝□暮□
５．□石□鳥
【問４３】次の５つの言葉の中で、原子力発電に関係のない言葉として正しいものを１つ選びなさい。
１．オフサイトセンター
２．核燃料サイクル
３．プルサーマル
４．高速増殖炉
５．リーマン・ショック
【問４４】次の歴史的出来事を起きた順に並べ、番号で答えなさい。
１．二・二六事件
２．関東大震災
３．ポツダム宣言受諾
４．五・一五事件
５．日本国憲法公布
【問４５】次の作家とその代表作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．樋口一葉

－ 「たけくらべ」

２．田山花袋

－ 「舞姫」

３．島崎藤村

－ 「若菜集」

４．泉鏡花

－ 「一握の砂」

５．二葉亭四迷 － 「浮雲」
【問４６】次の季節の言葉の説明として誤っているものを２つ選びなさい。
１．三寒四温――春は３日寒く４日暖かい。
２．春一番――春先に初めて吹く南からの強い風。
３．小春日和――冬の終わりに訪れる温暖な日。
４．猛暑日――最高気温が３５度以上の日。
５．二百十日――立春から２１０日目の９月１日頃で、台風の多い時期。
【問４７】次の病気の中で原因がウイルスではないものを１つ選びなさい。
１．インフルエンザ
２．エキノコックス
３．エイズ
４．エボラ出血熱
５．狂犬病
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【問４８】ある年の２月１日は水曜日でした。その年の１２月３１日は何曜日かを書きなさい。ただし、うるう年ではな
いとします。
【問４９】次の数式や説明で誤っているものを２つ選びなさい。
１．１／２＋１／４＋１／８＋１／１６…≒１。
２．地球儀の上で三角形を描こうとすると、内角の和は１８０度より大きくなる。
３．午前０時から午後０時までの間、時計の長針は短針を１１回追い抜く。
４．異なる任意の素数を複数選んでこれらの積を求め、そこに１を加えた数は必ず素数だ。
５．サイコロを３回振って、
「１」の目が２回出る確率は ５／７２ である。
【問５０】気象現象の竜巻に関する説明で正しいものを２つ選びなさい。
１．竜巻は、積乱雲に伴う強い下降気流で発生する。
２．日本国内で竜巻による死者は出ていない。
３．竜巻の規模を示す指標として「藤田スケール」が使われている。
４．日本国内の竜巻の発生は沿岸部に限られ、内陸部では報告されていない。
５．日本国内の竜巻の月別発生件数をみると、発生は季節を問わないものの９月、１０月の件数が特に多くなっている。
【問５１】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の本部があるヨーロッパの都市はどこですか。１つ選びなさい。
１．パリ

２．ローザンヌ

３．ブリュッセル

４．ジュネーブ

５．オスロ

４．金沢市

５．青森市

【問５２】地方自治法に基づく政令指定都市を２つ選びなさい。
１．宇都宮市

２．熊本市

３．岡山市

【問５３】国民栄誉賞を受賞していない人物は誰ですか。１つ選びなさい。
１．大鵬（元大相撲横綱）
２．長谷川町子（漫画家）
３．吉田正（作曲家）
４．イチロー（メジャーリーガー）
５．森繁久弥（俳優）
【問５４】生命を維持したり身体を動かしたりするのに欠かせないエネルギー源となる「３大栄養素」があります。炭水
化物（糖質）、脂質と並ぶ、もうひとつの栄養素を書きなさい。
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次の英文は、女子教育の必要性を訴えてイスラム武装勢力「パキスタンのタリバン運動」に銃撃されたパキスタン人少
女マララ・ユスフザイさんが昨年７月に国連で行った演説の一部です。これを読んで【問５５】～【問６０】に答えなさ
い。
Dear Friends, on the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my
friends too. They thought that the bullets would silence us. But they failed. ①And then, out of that silence
came, thousands of voices. The terrorists thought that they would change our aims and stop our ambitions but nothing
changed in my life except this: Weakness, fear and hopelessness died. Strength, power and courage was born. I
am the （ A ） Malala. My ambitions are the （ A ）. My hopes are the （ A ）. My dreams are the （ A ）.
（中略）
Dear fellows, today I am focusing on women's rights and girls' education because they are suffering the most.
There was a time when women social activists asked men to stand up for their rights. But, this time, we will do
it by ourselves. I am not telling men to step away from speaking for women's rights rather I am focusing on women
to be independent to fight for themselves.
Dear sisters and brothers, now it's time to speak up.
So today, we call upon the world leaders to change their strategic policies in favour of peace and prosperity.
We call upon the world leaders that all the peace deals must protect women and children's rights. A deal that
goes against the dignity of women and their rights is unacceptable.
We call upon all governments to ensure ② free compulsory education for every child all over the world. We
call upon all governments to fight against terrorism and violence, to protect children from brutality and harm.
We call upon the developed nations to support the expansion of educational opportunities for girls in the
developing world.
We call upon all communities to be tolerant – to reject prejudice based on caste, creed, sect, religion or gender.
To ensure freedom and equality for women so that they can flourish. We cannot all succeed when half of us are
held back.
We call upon our sisters around the world to be brave – to embrace the strength within themselves and realise
their full potential.
Dear brothers and sisters, we want schools and education for every child's bright future. We will continue our
journey to our （ B ） of peace and education for everyone.
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【問５５】下線部①を訳しなさい。
【問５６】（A）には同じ単語が入ります。最もふさわしいものを１つ選び番号で答えなさい。
1. different

2. young

3. same

4. strong

5. wise

【問５７】下線部②を訳しなさい。
【問５８】（B）に入る最も適切な単語を１つ選び番号で答えなさい。
1. way

2. accomplishment

3. challenge

4. purpose

5. destination

【問５９】演説内容に合致するものを１つ選びなさい。
１．子供の教育機会を広げるには、先進国だけでなく開発途上国の支援が不可欠だ。
２．私はタリバンが世界からなくなるために、すべての子供たちに教育の権利を与えたい。
３．テロリストたちは私の意志をくじこうとしたが、私の人生は何一つ変わらなかった。
４．男性が女性の権利を代弁するのは構わないが、女性が自力で闘うことが重要だ。
５．世界のすべての子供たちが抑圧されている状況で、世の中がうまくいくはずがない。
【問６０】次の（ア）～（ウ）の（

）に入る最も適切な単語をそれぞれ１つずつ選び、番号で答えなさい。

（ア）We can say that the meaning of conception is the process of （
1. forming

2. using

(イ）Be careful (
1. on
(ウ）If it (
1. is stopping

3. considering

) an idea or a plan.

4. giving

5. explaining

4. for

5. in

) crossing the road
2. at

3. into

) raining soon, let's go to the park to play football.
2. will stop

3. stops

4. would stop
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5. would have stopped

