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【問１】天皇の地位について定めた憲法第１条の条文です。
（Ａ）
、（Ｂ）それぞれに当てはまる文言を書きなさい。
「天皇は、日本国の（Ａ）であり日本国民統合の（Ａ）であって、この地位は、（Ｂ）の存する日本国民の総意に基く」
【問２】戦後、連合国軍総司令部（ＧＨＱ）の占領下で行われた改革と日本国憲法の制定により、女性の参政権が認められ
るなど政治・経済・社会のさまざまな制度が変わり、関連する法律が施行されました。
以下に挙げた法律のうち、４つまではこうした戦後改革により憲法施行と同じ１９４７年に制定されました。誤ってい
るものを１つ選びなさい。
１．地方自治法
２．男女共同参画社会基本法
３．労働基準法
４．独占禁止法
５．学校教育法
【問３】１９９０年代以降の連立政権の組み合わせで誤っているものを１つ選びなさい。
１．自民党・社民党・新党さきがけ
２．自民党・社民党・自由党
３．自民党・自由党・公明党
４．自民党・公明党・保守党
５．民主党・社民党・国民新党
【問４】日本の政治と女性に関する記述のうち、正しいものを２つ選びなさい。
１．女性が首相、衆院議長、参院議長に就任した例はいずれもない。
２．学校法人森友学園の問題では首相夫人が公人か私人かが国会で議論となり、政府は私人であるとの見解を示す答弁
書を閣議決定した。
３．１９９６年に法制審議会は選択的夫婦別姓制度を認める民法改正を答申し、民主党政権時代に法案が国会に提出さ
れたが、２０１２年の衆院解散に伴い廃案となった。
４．女性で防衛相に就任したのは小池百合子氏、稲田朋美氏の２人である。
５．安倍政権が制定した女性活躍推進法は、各政党に対し国政選挙の比例代表候補の一定割合を女性にする目標値を定
めるよう努力を促している。
【問５】第２次世界大戦末期、米英ソの連合国首脳が集まり、千島列島のソ連引き渡しなどを条件にソ連の対日参戦を決
め、今日に至る北方領土問題の発端となった会談が行われました。その会談の場所は次のうちどこか、１つ選びなさい。
１．ポツダム

２．カイロ

３．ロンドン

４．サンフランシスコ
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５．ヤルタ

【問６】日銀が現在行っている金融政策のうち、誤っているものを１つ選びなさい。
１．長期金利がゼロ％程度で推移するよう、国債を買い入れる。
２．日銀当座預金の一部に年０．１％のマイナス金利を適用する。
３．物価上昇率が安定的に２％を超えるまで金融緩和を継続する。
４．金融政策を平時に戻す「出口戦略」として、年間約８０兆円の国債購入を段階的に減らす。
５．資産価格を下支えするため、上場投資信託（ＥＴＦ）は年間約６兆円の購入を維持する。
【問７】酒税の見直しを説明した文章の（

）に当てはまる文言を書きなさい。

ビール類の税額は原料の麦芽比率で決まっている。３５０ミリリットル当たりでは、麦芽比率６７％以上の「ビール」
が７７円、国産に多い２５％未満の「発泡酒」が４６．９９円。麦芽を使わないか、発泡酒に麦由来のスピリッツを加えた
「
（

）のビール」が２８円となっている。国はこの差を２０２０年１０月から段階的に縮め、２６年１０月に５４．２

５円に一本化する。
【問８】次に示すのは、最近の北海道の景気動向を説明した文章です。
（Ａ）と（Ｂ）に当てはまる文言を１つずつ選びな
さい。
日銀は４月の地域経済報告（さくらリポート）で、北海道の景気判断を、２０１５年７月から８四半期連続で「緩やかに
回復している」に据え置いた。杉本芳浩・日銀札幌支店長は記者会見で、円安で訪日外国人客による「（

Ａ

）消費」

が大きく回復していることを、景気判断維持の理由に挙げた。個別指標のうち、設備投資については、北海道新幹線新青
森－（

Ｂ

）間が昨年３月に開業し、ホテル改装の動きなどがあることから、
「増加に転じている」と判断を引き上

げた。
＜Ａの選択肢＞

＜Ｂの選択肢＞

１．ツーリスト

１．北斗函館

２．インバウンド

２．函館

３．ビジター

３．新函館北斗

４．ゲスト

４．渡島大野

５．オーバーナイター

５．函館北斗

【問９】経営再建中の東芝が２００６年に買収し、その後、同社が巨額損失を出す主な原因となった米国の原子力企業を
次の中から１つ選びなさい。
１．ゼネラル・エレクトリック
２．ウェスチングハウス・エレクトリック
３．シュナイダー・エレクトリック
４．シーメンス
５．アレバ
【問１０】金融機関の個人向け無担保融資商品のうち、残高がこのところ急増し「多重債務の温床になり、自己破産の多
発につながっている」と批判が強まっているものを次の中から１つ選びなさい。
１．アパートローン
【問１１】次の文章の（

２．カードローン

３．サラリーローン

４．住宅ローン

５．自動車ローン

）に共通して入る１つの文言を書きなさい。

３月にドイツで開かれた２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議は、
（
プ米政権の発足後初の開催となった。このため、各国が従来通り「反（

）的な貿易政策を掲げるトラン

）
」で協調し、自由貿易の価値観を共有できる

かどうかが最大の焦点だった。だが、採択された共同声明は、過去４回続けて盛り込まれていた「あらゆる形態の（

）

に対抗」の文言が抜け落ち、
「経済への貿易の貢献度を高めるよう取り組む」との表現に変更された。トランプ政権と他の
参加国との対立を避け、Ｇ２０の結束を維持するための苦肉の策だったと言える。
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【問１２】次に挙げる国際機関の名称と略称の組み合わせのうち、誤っているものを１つ選びなさい。
１．経済協力開発機構－ＯＥＣＤ
２．国際原子力機関－ＩＡＥＡ
３．国連教育科学文化機関－ＵＮＩＣＥＦ
４．世界保健機関－ＷＨＯ
５．国連難民高等弁務官事務所－ＵＮＨＣＲ
６．国連食糧農業機関－ＦＡＯ
【問１３】米国大統領を就任の順番に並べなさい。
①バラク・オバマ
②ビル・クリントン
③ドナルド・トランプ
④ロナルド・レーガン
⑤ジミー・カーター
⑥ジョージ・W・ブッシュ（子）
⑦ジョージ・H・W・ブッシュ（父）
【問１４】昨年の世界の出来事を説明した次の各文のうち、正しいものを２つ選びなさい。
１．米大統領がキューバ訪問（３月２０日）
オバマ米大統領がキューバを公式訪問し、フィデル・カストロ国家評議会議長と会談した。米大統領のキューバ訪
問は約２０年ぶり。
２．ミャンマーに文民政権（３月３０日）
約半世紀の間、軍が政治を主導してきたミャンマーで文民政権が発足。民主化指導者のプミポン国王が国家顧問兼
外相に就任した。
３．英国がＥＵ離脱を選択（６月２３日）
欧州連合（ＥＵ）残留を問う英国民投票で、離脱への支持が過半数に達した。英ポンドや株価が暴落し、キャメロン
首相が辞任した。
４．ボブ・ディラン氏にノーベル賞（１０月１３日）
「風に吹かれて」などで知られる英歌手ボブ・ディラン氏がノーベル平和賞に選ばれた。
「新たな詩的表現を創造し
た」ことが授賞理由。
５．
「パリ協定」が発効（１１月４日）
温室効果ガスを削減する地球温暖化対策の新たな枠組み「パリ協定」が発効。発展途上国を含め１９０以上の国と
地域が参加する。
６．米大統領選でトランプ氏勝利（１１月８日）
米大統領選で、共和党のトランプ氏が予想を覆して民主党のクリントン前国務長官に勝利。就任初日に国連から脱
退すると表明した。
【問１５】小学校で２０１８年度から正式教科になる「特別の教科

道徳」の説明について、誤っているものを１つ選び

なさい。
１．物語の登場人物の心情を理解することに重きを置いた「読む道徳」から、「考え、議論する道徳」に転換する。
２．これまで、道徳は「教科外の活動」だったため、教師が独自に作った教材や、副読本を使ってきた。
３．これまでは原則、学級担任が指導してきたが、１８年度以降は専門の教員免許を設け、専任の教員が指導する。
４．学習指導要領で定めた「正直、誠実」「節度、節制」など、学年に応じて１９～２２の項目について学ぶ。
５．成績については、学習の理解度や成長した点などを数値評価せず、文章で表す。
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【問１６】２０２１年度から中学校で実施される新学習指導要領で、保健体育の必修の武道として、新たに具体例として
挙げられた種目を１つ選びなさい。
１．相撲
２．なぎなた
３．剣道
４．柔道
５．銃剣道
【問１７】大学などで行う軍事応用が可能な基礎研究を助成する防衛省の公募制度について、日本の科学者を代表する組
織が今年４月、
「政府による介入が著しく、問題が多い」などとする声明を発表しました。この組織を何というか、正しい
ものを１つ選びなさい。
１．日本学士院
２．日本科学者会議
３．平成基礎科学財団
４．日本科学史学会
５．日本学術会議
【問１８】子どもの人権を守るため、１９８９年に国際連合で採択された条約は何か、書きなさい。この条約は子どもの
「生きる権利」
、
「育つ権利」
、
「守られる権利」、「参加する権利」などを定めています。
【問１９】政府は働き方改革を「最大のチャレンジ」と位置づけて、３月に「働き方改革実行計画」をとりまとめました。
以下のうち、実行計画に盛り込まれていないものを１つ選びなさい。
１．高度プロフェッショナル制度
２．同一労働同一賃金
３．長時間労働の是正
４．高齢者の就業促進
５．外国人材
【問２０】労働基準法（労基法）は法定労働時間を１日８時間、１週４０時間と定めていて、企業は原則としてこの時間を
超えて労働者を働かせることはできないことになっています。ただし、労働者の過半数で組織する労働組合（労働組合が
ない場合は労働者の過半数の代表）との間で書面による協定を結べば、法定労働時間を超えて働かせることができます。
この協定を何と呼んでいるか、１つ選びなさい。
１．一八協定
２．二八協定
３．三六協定
４．四六協定
５．五五協定
【問２１】超高齢社会の進行によって、介護現場の「介護人材不足」が深刻化しています。介護現場唯一の国家資格者とし
て、今後の介護現場の主たる担い手として期待されながら、受験資格に研修義務が課されたために昨年度の受験者が半減
した職種はどれか、１つ選びなさい。
１．ケアマネジャー
２．社会福祉士
３．精神保健福祉士
４．看護師
５．介護福祉士
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【問２２】昨冬、北海道をはじめ全国各地で、ノロウイルスによる感染性胃腸炎が猛威を振るいました。胃腸炎は「冬の感
染症」として知られていますが、直接関係のないものを１つ選びなさい。
１．カキ
２．下痢
３．嘔吐
４．インフルエンザ
５．飲食店
【問２３】国立社会保障・人口問題研究所が、５０歳まで一度も結婚したことのない人の割合を示す「生涯未婚率」の２０
１５年段階の数字をまとめました。それによると、生涯未婚の人は男性のほぼ（ Ａ ）人に１人、女性のほぼ（ Ｂ ）
人に１人となり、
「結婚離れ」が鮮明になりました。
（

）部分のＡとＢに当てはまる数字の組み合わせを１つ選びなさい。

１．Ａ＝３

Ｂ＝６

２．Ａ＝４

Ｂ＝７

３．Ａ＝５

Ｂ＝８

４．Ａ＝６

Ｂ＝９

５．Ａ＝７

Ｂ＝１０

【問２４】微生物や植物などが作る有用な物質は、医薬品や種苗などの開発につながり、巨額の利益を生み出します。国
連生物多様性条約の下、主に途上国に眠るこうした「遺伝資源」の利用から生じる利益の公平な配分などを定めた国際的
なルールを何というか、１つ選びなさい。
１．福岡議定書
２．東京議定書
３．京都議定書
４．名古屋議定書
５．札幌議定書
【問２５】ジャイアントパンダやゴリラ、シロナガスクジラなど、絶滅の恐れがある野生の動植物などの国際取引を規制
して、保護を目指すために採択された国際条約を何というか、書きなさい。
【問２６】次の文は、地球温暖化対策のための国際的枠組み「パリ協定」について説明したものです。
（

）に入る適切

な文言を、下記の１～５の中から１つ選びなさい。
欧州連合（ＥＵ）や日本など、世界１９０以上の国と地域が参加し、２０１６年１１月に発効した。
（

）前からの気

温上昇を２度未満、できれば１．５度未満に抑えるよう努力する。
１．産業革命
２．明治維新
３．第２次世界大戦
４．南北戦争
５．フランス革命
【問２７】第１５６回芥川賞の受賞作は、脚本家倉本聰さんの私塾「富良野塾」での経験を題材にした「しんせかい」でし
た。その作者のフルネームを書きなさい。
【問２８】新古今集の作品で、次の３つの（

）にはいずれも同じ文言が入ります。その文言を書きなさい。

心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の（

）

寂しさはその色としもなかりけり真木立つ山の（
見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の（

）

）
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【問２９】「カラマーゾフの兄弟」「罪と罰」などの代表作を残した１９世紀のロシアの作家は誰か、カタカナで書きなさ
い。
【問３０】独自の商品テストで知られ、昨年放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「とと姉ちゃん」の主人公が創刊した雑誌
のモデルは何か、１つ選びなさい。
１．通販生活

２．オレンジページ

３．暮しの手帖

４．ファミリア

５．天然生活

【問３１】音楽情報会社オリコンの発表で、２０１６年にＣＤやＤＶＤなど音楽ソフト総売り上げが１位となったアーテ
ィストを１つ選びなさい。
１．ＲＡＤＷＩＭＰＳ

２．嵐

３．宇多田ヒカル

４．ＡＫＢ４８

５．いきものがかり

【問３２】安倍晋三政権は東京一極集中の是正を掲げ、
「地方創生」の一環として中央省庁の移転を打ち出しました。全面
移転が決まったのはどの機関か、１つ選びなさい。
１．観光庁

２．宇宙航空研究開発機構

３．気象庁

４．国立環境研究所

５．文化庁

【問３３】総務省は、ふるさと納税の返礼品競争に歯止めをかけるため、返礼品の価格を寄付額の（

）割以下に抑えるよ

う各自治体に要請しました。
（ ）に入る数字を１つ選びなさい。
１． ２

２． ３

３． ４

４． ５

５．

６

【問３４】富山市議会で昨年、経費を不正使用した議員が続々と辞職し、補欠選挙が行われました。地方議員に議員報酬
とは別に支給されるこの経費は何か、１つ選びなさい。
１．政務活動費

２．立法事務費

【問３５】次の（ Ａ ）
（

３．文書通信交通滞在費

４．政務調査費

５．秘書給与

Ｂ ）に入る文言をそれぞれ書きなさい。

最高裁大法廷は３月、捜査対象者の車にひそかに衛星利用測位システム（ＧＰＳ）端末を付ける捜査手法について
「
（ Ａ ）を侵害するため強制捜査に当たる。（ Ｂ

）の令状がなければ違法」との初判断を示した。

【問３６】次の（ ）に入る数字を１つ選びなさい。
高齢ドライバーの重大事故を防ぐため、
（

）歳以上の運転免許保有者に対し、記憶力や判断力の認知機能検査を強化す

る改正道交法が３月に施行された。３年に１度の免許更新時の検査で「認知症の恐れ」と判定された場合、医師による
診察を受けることを義務付けている。
１．８５
２．８０
３．７５
４．７０
５．６５
【問３７】覚醒剤使用などの罪で刑務所で服役する受刑者を刑期途中で出所させ、社会での更生を図る新制度の運用が昨
年６月から始まりました。再犯者の問題が深刻化する中、刑罰と治療を組み合わせて社会復帰を後押しする取り組みです
が、この制度を何と言うか、１つ選びなさい。
１．仮釈放
２．刑の一部執行猶予
３．恩赦
４．保護観察
５．免訴
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【問３８】
「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを（
ることができない」。これは、不利益な供述の強要などを禁じた憲法の条文の一部です。（

）とす

）に入る文言を１つ選びな

さい。
１．起訴事実
２．真実
３．認定事実
４．証言
５．証拠
【問３９】アイヌ民族の文化復興の拠点「民族共生象徴空間」として、国が２０２０年４月、北海道に開設する国立アイヌ
民族博物館と国立民族共生公園の整備が今後本格化します。建設地はどこか、１つ選びなさい。
１．釧路市・阿寒湖畔
２．日高管内・平取町
３．札幌市・北海道開拓の村
４．胆振管内白老町・ポロト湖畔
５．根室管内羅臼町・知床半島
【問４０】以下は、アイヌ民族に関する記述です。この中で最も古いのはどれか、１つ選びなさい。
１．政府のアイヌ政策推進会議が新法制定の検討を決定
２．衆参両院が「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を可決
３．国連総会で「先住民族の権利に関する国連宣言」が可決
４．政府の「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」が新たな立法措置を求める報告書を提出
５．アイヌ文化振興法が施行され、北海道旧土人保護法は廃止となる
【問４１】四字熟語の読み仮名や漢字が正しいものを、１つ選びなさい。
１．侃々諤々（けんけんがくがく）
２．危機一発
３．短刀直入
４．夜郎自大（やろうじだい）
５．厚顔無知
【問４２】ここ数年のユーキャン新語・流行語大賞でスポーツやその関連分野以外から生まれた言葉は、次のうちどれか、
１つ選びなさい。
１．神ってる
２．倍返し
３．トリプルスリー
４．なでしこジャパン
５．お・も・て・な・し
【問４３】次の四字熟語の□には同じ漢数字が入ります。その数字を書きなさい。
□日三秋、九牛□毛、□刻千金、□毛不抜、□牛鳴地
【問４４】日本漢字能力検定協会は毎年、世相を表す「今年の漢字」を発表しています。昨年選ばれた漢字を１つ選びなさ
い。
１．華

２．命

３．文

４．金

５．忍
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【問４５】次のことわざと意味の組み合わせのうち誤っているものを１つ選びなさい。
１．悪事千里を走る―悪人は逃げ足が速い
２．生き馬の目を抜く―すばやく事をなすこと
３．賢い人には友がない―利口すぎる人には仲間や友人ができない
４．紺屋の白袴―自分の専門や技量を自分には用いないこと
５．掃きだめに鶴―見栄えのしない所に優れた者や美しい人が現れるたとえ
【問４６】次の日本語表現のうち、誤っているものを１つ選びなさい。
１．酸いも辛いもかみ分ける
２．姿をくらました
３．成功裏に
４．下手の考え休むににたり
５．老骨にむち打つ
【問４７】理化学研究所が欧米以外で初めて発見し、周期表に載ることになった１１３番目の元素の名前を１つ選びなさ
い。
１．ジャパニウム

２．リケニウム

３．ニホニウム

４．ニッポニウム

５．ジャポニウム

【問４８】札幌と標高２千㍍の大雪山系とでお湯を沸かした場合の正しい記述は、以下のうちどれか、１つ選びなさい。
１．札幌より大雪山の方が低い温度で水が沸騰する。
２．札幌より大雪山の方が高い温度で水が沸騰する。
３．札幌でも大雪山でもどちらでも同じ温度で沸騰する。
【問４９】六角形の内角の和を答えなさい。
１．３６０度
２．６００度
３．７２０度
４．７４０度
５．８４０度
【問５０】Ａ君は新千歳空港の土産物店でチョコレート３箱とクッキー４箱を買い、合計代金は１万９２００円でした。
クッキー１箱の値段はチョコレート１箱より６００円高いと言います。チョコレートとクッキーの１箱当たりの値段を答
えなさい（消費税は考える必要はありません）。
【問５１】数え年８８歳のことを、お祝いの意も込めて何と呼ぶか、１つ選びなさい。
１．喜寿

２．傘寿

３．米寿

４．卒寿

５．白寿

【問５２】周囲をぐるりと敵に囲まれてしまい、逃げ場もなく孤立している様子を四字熟語で何というか、１つ選びなさ
い。
１．臥薪嘗胆

２．八面六臂

３．面従腹背

４．四方八方

５．四面楚歌

【問５３】次の５種類の農作物の中から、遺伝子組み換え作物の作付け面積で上位を占める代表的な作物を２つ選びなさ
い。
１．コメ

２．大豆

３．トウモロコシ

４．じゃがいも

５．小麦

【問５４】野球の国・地域別対抗戦、２０１７年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本は準決勝で敗退
しました。優勝と準優勝のチームはどこか、正しい組み合わせを１つ選びなさい。
１．オランダ、韓国

２．米国、プエルトリコ

３．米国、オランダ
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４．韓国、米国

５．キューバ、米国

【問５５～５７】次の英文は米国の女優メリル・ストリープさんが今年１月、ゴールデングローブ賞の授賞式で行ったス
ピーチの一部です。これについて下の問いに答えなさい。
But there was one performance this year that stunned me. It sank its hooks in my heart. Not because it was good;
there was nothing good about it. （ ア ） it was effective and it did its job. It made its intended audience laugh, and
show their teeth. It was that moment when the person asking to sit in the most respected seat （ a

） our country

imitated a disabled reporter. Someone he outranked in privilege, power and the capacity to fight back. It kind of broke
my heart when I saw it, and I still can’t get it （ b ） of my head, because it wasn’t （ c ） a movie. It was real
life. And this instinct to humiliate, when it’s modeled by someone in the public platform, by someone powerful, it filters
down into everybody’s life, because it kinda gives permission （ d ） other people to do the same thing. Disrespect
invites disrespect, violence incites violence. And when the powerful use their position to bully others we all lose. O.K.,
go on with it.
【問５５】
（ア）に当てはまる適切な接続詞を、前の文との関連を考えて１つ選びなさい。
１．So

２．But

３．When

４．If

５．Before

【問５６】
（ a ）から（ d ）に当てはまる前置詞の組み合わせで、正しいもの１つを選びなさい。
１．to – in – on – against
２．among – out – for – in
３．in – out – in – for
４．of – into – from – with
５．at – beside – in – for
【問５７】次の訳文のうち、ストリープさんの発言と合致しないものを１つ選びなさい。
１．私は今年、ある演技にあぜんとさせられた。それは演技が良かったからではない。
２．この国で最も尊敬される席に座りたがっている人が、障害を持つ記者の物まねをした。
３．権力者が公の場で他者をばかにしても、人々が同じことをすることはあり得ない。
４．侮蔑は侮蔑を招き、暴力は暴力をあおる。権力者が人々をいじめるなら、私たちはみな負ける。
【問５８】次の（ ）の中に入る最も適切な単語を１つ選びなさい。
If （
１．I am

) you, I wouldn’t fight back.
２．I was

３．I were

４．it was

５．it were

【問５９】次の（ ）の中に入る最も適切な単語を１つ選びなさい。
Abe also said he and Trump agreed that China should (
１．put

２．post

３．play

) a large role in dealing with it. (Reuters)

４．pull

５.pay

【問６０】スケートの浅田真央選手の引退を伝えるニュースの一部と訳文です。これを読んで以下の（ア）～（ウ）の（ ）
に当てはまる英単語を書きなさい。
（いずれも Reuters から）
（ア） Asada began (

) at the age of five.

浅田は５歳のときにスケートを始めた。
（イ） Asada said she’s taking (

) in an ice show this Summer.

浅田は今夏、アイスショーに参加すると言った。
（ウ） Her retirement news (

) was carried live by nearly all television stations.

彼女の引退記者会見は、ほとんどすべてのテレビ局が生中継した。
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