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指示があるまで開いてはいけません。

注　意
1. 問題と解答用紙は別になっています。必ず解答用紙に解答してください。

2. 問題は全部で40題あり、ページ数は43ページです。

3. 解答時間は２時間10分です。

4. 解答方法は次のとおりです。

 　例    〔No. １〕日本の首都として、正しいのはどれか。

 　　　  1.   京都     2.   福岡     3.   東京     4.    大阪     5.   広島

  　正答は「3.　東京」ですから解答用紙の問題番号の次に並んでいる

マーク欄                                           の中の         を鉛筆又はシャープ

ペンシルで     のようにマークして                           とすれば

正解になります。

5. 各問題とも、正答は１つだけです。２つ以上マークした場合は誤りとなります。

6. 解答に当たっては、解答用紙に記載された注意をよく読んでください。

7.  計算を要する場合は、この冊子の余白を利用してください。解答用紙は絶対

に使ってはいけません。

8.  この冊子は持ち帰ることができますが、解答用紙は絶対に持ち帰らないで

ください。
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〔No.  1〕 次の文章で述べられていることとして、最も妥当なのはどれか。

　時計は１日のうちの時間に対して特別な意味合いを設けることはないが、私たち

は心身のサーカディアンリズムを通して、それぞれの時間帯に特別な意味を与えて

いるのだ。私たちは、概念的で均一な世界共通時を生きているのではなく、その身

体を置く土地に固有の、様々な、一様でないローカル時間を生きているのである。

　つまり、経済活動の動向や私たちの欲求が時間を均一化しようと作用しているの

に対し、私たちの心身の特性がそれに対して抵抗しているという図式がここにある。

　現代のように世界規模で経済活動が展開しているような状況では、生活の時間を

均一化しようという圧力は絶えない。私たちは、自分自身や他者の時間的制約につ

いてもう少し考慮し、時間の均一化が私たちの心身や社会における深刻な問題を引

き起こすような極端な状況にならないように工夫すべきなのだろう。

　私たちの心身におけるこうした特性は、なかなか変更できるものではないのだか

ら、むしろ、朝、昼、晩のリズムに合わせて生活パタンを調整することが、心身の

健康を獲得するために重要なのだ。もし、不規則な生活を送って心身の問題が生じ

た場合には、昼活動して夜休むという、長い進化の過程で最も慣れ親しんだ生活パ

タンに回帰するのが有効だと考えられる。

　

◇「生きられる時間」の多様性

　「生きられる時間」の不均一性は、時間帯の違いに関するものだけではない。個人

間でも感じられる時間は異なるし、同じ個人においても、様々な要因によって感じ

られる時間が異なるのはすでに述べた通りである。

　たとえば、この文章を読みながら過ごす１分間は、読み終わった後に何もせずに

過ごす１分間より、おそらくは短く感じられるだろう。本来、「生きられる時間」

とは、様々な要因に従って非均一で多様なものなのだ。

　個人の中に色々な時間が流れている。あなたの時間と私の時間は同じではない。

私たちはこの時間の多様性にうすうす気がついているからこそ、他者と同じ時間を

共有するために、時計の時間を必要としているのだろう。

　環境に適応するために自ら作り出した均質な公共の時間によって、人間が逆に支

配され、時として苦しむこともあるとしたら、皮肉なことである。もし、そのため

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。
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に私たちの生活の豊かさが奪われているとしたら、この均質な公共の時間との付き

合い方を変えるか、公共の時間において想定される内容や特性を、大胆に変更して

もよいのではないだろうか。少なくとも、私たちは、公共の時間に対してもっと柔

軟に対応すべきだろう。

　ただ、この公共の時間に従って生活すること自体に問題があるわけではない。人

間は、自らを公共の存在にするための道具として、時計を用いているともいえるか

らである。

 （一川誠「大人の時間はなぜ短いのか」による）

1.　私たちは、心身に深刻な問題を引き起こすような極端な状況にならないよう、

時間を均一化しようと作用する世界の経済活動を変革する必要がある。

2.　私たちの心身の特性はなかなか変更できるものではないが、私たちは他者の

時間的制約も考慮して生活パタンを調整することが重要である。

3.「生きられる時間」は、非均一で多様なものであるが、これは主に時間帯の違

いに関するものであり、個人間で感じられる違いは特定の要因による。

4.　公共の時間とは、人間が環境に適応するために作り出したものであり、生活

の豊かさを確保するために、なるべく厳格に対応すべきである。

5.　個人の中で流れている時間はそれぞれ同じではなく、他者と時間を共有する

ため、公共の時間に従うことは、人間にとって必要なことである。

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。
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〔No.  2〕 次の文章で述べられていることとして、最も妥当なのはどれか。

　その後の実験科学の発達は、社会から隔離した場所に、攪
かく

乱条件をできるだけと

りのぞいて、実験室を設け実験器具を配置するようになった。実験が普遍性をもつ

ためには、現実離れした条件を設定して、ある純化した状況を実現しなければなら

ないのだから、科学があつかう自然は、実際にぼくらをとりまいている現実の自然

とはかけ離れたものであるのは当然だ。川の水や水道の水ではなくて、純物質とし

ての水で実験したときにはじめて、「水」についての普遍的な法則性が結論できる。

　高木さんの著書で、この純粋な実験室が、いつのまにか、ぼくらをとりまく現実

の自然をも汚染していった過程を追ってみよう。

　たとえば、純物質Ａと純物質Ｂを500℃で反応させればＣが得られる、といった法

則性が、実験室のビーカーの中で確認されたとしても、純化されない現実の自然に

この法則性をあてはめるのは困難だ。ところが、ビーカーの中の反応を化学プラント

で実験するのは比較的容易だ。となると、自然科学が、有効性の範囲を広げてい

こうとすれば、ぼくらの周囲の自然環境も、実験室と同様にコントロールした条件

におこう、という発想がうまれてきてもおかしくない。おかしくないどころか、そ

れが唯一、「科学的」なやりかただろう。

　実験科学が実験室の外へ出て、自然環境の実験室化、つまり自然改造計画にまで

いきつくのは、科学の「悪用」でもなんでもなく、科学のもっている「純粋さ」の

ひとつの必然的な結果だったということになる。

　実験的思考が想定する「純粋さ」とは、現実の自然とはかけ離れているというこ

となのだから、日常的な経験の世界からみればそれは「異常」ということだ。科学

的思考は、ガリレオのアタマのなかから始まり、その後のたくさんの科学者たちの

実験室のなかでの純粋実験をとおして、日常（直観）と異常（純粋）との距離を遠

くしていった。

　実験が巨大化し高度で複雑なものになるにしたがって、科学的思考の正しさを保

証していた大切な装置がはたらかなくなってしまった。その装置とは「実証性」と

いうことだ。

　科学的思考の正しさは、おなじ条件のもとではおなじ現象が出現する、だからお

なじ方法を用いればおなじ結果がえられる、という実験にもとづく実証ということ

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。
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で支えられていたのだけれど、その実験は、誰にでもやれるものではなくなってし

まった。

　第一に、実験の世界は、日常の経験からどんどん分離して、数学の世界へと還元

されてしまっているので、特殊な知的訓練を身につけた者でなければその世界には

立ち会えなくなった。

　第二に、測定装置があまりに巨大化し複雑化し専門化してしまったので、高度な

分野にかんしては、超大国の巨費を投じた研究機関でしか、同一の実験をくりかえ

すことができなくなった。

 （花村太郎「知的トレーニングの技術〔完全独習版〕」による）

1.　実験科学は、現実離れした条件を設定して、純化した状況を実現しなければ

ならないので、科学が扱う自然は、現実の自然とはかけ離れたものであったが、

現在では自然環境を実験室化しているので、普遍的な法則性が結論できる。

2.　２つの純物質を混ぜて反応させ別の物質に変える法則性が実験室のビーカー

の中で確認されたとしても、その法則性を化学プラントで再現することや、現

実の自然に当てはめるのは困難である。

3.　周囲の自然環境を実験室と同様にコントロールした条件に置くのが、唯一「科

学的」な方法であり、自然改造計画は科学の持っている純粋さの必然的な帰結

として、自然を環境汚染から守っている。

4.　科学的思考の正しさは、同一条件の下では同一の結果が出現するという実験

に基づく実証によって支えられているが、ガリレオの時代から、実験は誰でも

が行うことはできないものであり、実証には困難が伴うことが多い。

5.　実験の世界では、特殊な知的訓練を身に付けることと、巨大化した測定装置

が必要となったため、科学的思考の正しさを保証する実証性がはたらかなく

なってしまった。

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。
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〔No.  3〕 次の文の後にＡ～Ｆの文を並べ替えてつなげ、一つのまとまった文章に

する場合、その順序として最も妥当なのはどれか。

　　お互いに踏み込まず、無関心を装う人たち、時に攻撃的に人を批判し自分を守

ろうとする人たちが、企業だけでなく、社会全体に増えているように感じられな

いだろうか。個々人を追い込む環境の中で、自分の存在を保つために、自己防御

するという意識が、社会全体に広がっているように感じる。

Ａ　こうした現象が、地域社会、学校、さらには家庭といったさまざまな場で起き

てきている。日本社会全体が、協力し合うことができない社会になりつつある。

　　協力し合えない組織、協力し合えない社会では、不安と不信が広がり、自分を

守るために大きなコストを支払わなければならなくなる。協力しないという行動

の連鎖が、結局は自分を苦しめることになる。このことをすべての人が理解しな

ければならない。

Ｂ　こうした現象も、いま、企業で起きている現象と同じではないだろうか。何も

若い世代に起こっている固有の現象のようには思えない。むしろ、関係が希薄化

した職場では、こうした仮想であっても自己肯定感を得たいがために、時に周囲

との関係を絶ち、時に周囲との関係を拒みながら、自分を守ろうとする行動が広

がってしまっているということがないだろうか。

　　協力の問題は、一人ひとりの心の問題であると捉えていては、何も解決しない。

一人ひとりに負の行動をとらせてしまう、組織的要因、周囲からの影響要因があ

る。その原因を突き止め、解決していかなければ、負の心理の連鎖は止められな

い。

　　組織長や中間管理職だけでなく、すべての社員が、関係が崩れた背景にある人

の心理を理解する。その上でお互いに尊重し合い、貢献し合える関係に変えてい

くための方法論を共有していく。こうした取り組みを通じて、個人の問題ではな

く組織の問題としてみんなで取り組むという意識を共有することが重要である。

Ｃ　しかしこうした経験が少ないまま成長した若者たちは、自分が周囲からはじか

れてしまうことが不安になる。

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。
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Ｄ　同時に、協力の問題は、社会の問題でもあるということに気づかねばならない。

隣に住んでいる人がどんな人なのかわからない。何かあっても相談できる人が近

くにいない。独りで亡くなっていく人も増えている。攻撃的なコミュニケーショ

ンが氾
はんらん

濫している。環境問題のように社会全体で協力して解決すべき問題への取

り組みも進まない。

Ｅ　そこで自分がいかに価値ある有能な人間であるかを認めさせるために、他者を

軽視し、時に他者を否定する。希薄化した人間関係になるほど他者が脅威になり、

他者を否定してでも自分を守ろうとするのだという。

Ｆ　教育学者の速水敏彦は、自分を保つために仮想的有能感を持って、他者を見下

し、他者を否定する若者たちが増えていると指摘している（『他人を見下す若者た

ち』講談社現代新書、2006年）。本来持つべき自己肯定感は経験の積み重ね、自分

の存在が認められているというフィードバックの積み重ねによって、持つことが

できる。

　　　　　　　 （高橋克徳・河合太介・永田稔・渡部幹

 「不機嫌な職場―なぜ社員同士で協力できないのか」による）

　1.　Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｅ－Ｆ－Ｄ

　2.　Ｂ－Ｄ－Ａ－Ｆ－Ｅ－Ｃ

　3.　Ｂ－Ｅ－Ｆ－Ｄ－Ａ－Ｃ

　4.　Ｆ－Ｃ－Ｅ－Ｂ－Ｄ－Ａ

　5.　Ｆ－Ｅ－Ｃ－Ａ－Ｄ－Ｂ

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。
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〔No.  4〕 次の文章の空欄Ａ～Ｃに当てはまる語句の組合せとして、最も妥当なの

はどれか。

　自然は、人間との関係性の中にしか人間に開示されないが、逆に、人間も、それ

自体として他から離れて存在しているのではなく、「生活」や「生業」という二つ

の方向性の違った働きかけの営みの中で、自然によって Ａ された存在なので

ある。そして、自然は、その人間にとって、やはり「生活」や「生業」という二つ

の働きかけの営みの中に、人間とのかかわりにおいて B を持ったものとして

立ち現れているのである。「生業」と「生活」という概念規定をすることは、それ

ゆえ、それ自体で単独で存在しうる人間が、同じようにそれ自体として単独に存在

している自然から、自分が都合がいい価値だけを切り取ってくるような人間中心主

義とはまったく異なった考え方なのである。

　人間と自然の間には、人間にとっての有用性や、自然の本質的価値を問題にする

以前に、「生活」や「生業」の中で、宗教儀礼や社会関係、経済的繋
つな

がりを含めた、

より広いつながりの C が存在している。人間の多様な「文化」は、まさに

「人間と自然のかかわりあいの一つの様態」であり、それは人間と自然とのかかわ

りの B の中にある。

 （鬼頭秀一「自然保護を問いなおす」による）

　

　　　　Ａ　　　　　Ｂ　　　　 　Ｃ

1.　具体化　　　全体性　　ネットワーク

2.　具体化　　　独立性　　ネットワーク

3.　具体化　　　独立性　　ベクトル

4.　相互規定　　全体性　　ネットワーク

5.　相互規定　　全体性　　ベクトル

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。
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〔No.  5〕 次の英文の中で述べられていることと一致するものとして、最も妥当な

のはどれか。

  I really appreciate you all coming together on such short notice. To start 

with, I’d like to give you some background information about our company.

  As you might already know, ABC was established in 1987. In our company, 

there are 250 employees. Our company is not well-known by the general 

public, but we’re well-known in the industry. This brochure gives you more 

detailed information about ABC. We also have a website that you can visit.

  What I’m going to present to you has the potential to improve your sales 

sharply. Here’s the summary of what I’ll be covering today. I’ll start with the 

market analysis and then move on to the sales plan. We are confident that 

this plan will work because it is founded on a six-month market survey 

conducted last year. Let me describe our marketing strategy for increasing 

your sales in Japan by 45 percent over the next three years.

  Do you know what XYZ did? They maximized their investment by using a 

week of TV ads, and then followed with a year of magazine ads. I’d like to 

ask you to look at some slides.

 （David A. Thayne, Mark J. Spoon「プレゼンテーションの英語表現」より作成）

1.　あのような短文の掲示にもかかわらず、お集まりくださった皆様全てに、私

は心からお詫び申し上げます。

2.　私どもＡＢＣ社は、公務員の方々にはあまりよく知られていませんが、製造

業の皆様にはよく知られています。

3.　マーケット分析と販売計画についてですが、昨年、６か月かけて実施したマー

ケット調査に基づいているので、プランの成功を確信しています。

4.　第２に、今後３年間、日本における御社の売上げを毎年45％伸ばすための当

社の販売戦略について、記述させてください。

5.　ＸＹＺ社はテレビの広告を１週間、その後雑誌広告を１年間続けることで、

投資効果を最大化しましたが、広告費の若干の低下にご注目ください。

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。
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〔No.  6〕 次の英文の中で述べられていることと一致するものとして、最も妥当な

のはどれか。

　The problem is, the minute we leave the comforting realm of “the easy 

ways to go green,” whatever facile* consensus for action exists around this 

issue breaks down. The truth is, for all that we talk about going green, “we 

have not agreed as a society on what being ‘green’ actually means,”

remarked Peter Gleick, the climate expert from the Pacific Institute. That 

opens a door to everyone claiming to be green, without any benchmarks*.

　What I hope to do in the remainder of this book is lay out what a 

systemic* green strategy would look like. But before we go there, we need 

to stop for just one moment at the weight scale.

　You know how after you put on a few pounds, you stop weighing 

yourself―or at least I do―because you just don’t want to know how many 

pounds you are going to have to shed? Well, the same has been true of 

the green issue. People tend to talk about it in the total abstract, without 

any connection to the actual scale of the challenge we have to meet in 

order to significantly reduce CO2 emissions and become more energy and 

resource efficient. So before we take another step, we need to put this 

challenge on the scale, look down at the digital readout*, and behold*, 

without blinking, just how big a project this really is.

 （Thomas L. Friedman「Hot, Flat, and Crowded」による）

　＊ facile････安易な　　＊ benchmark････基準

　＊ systemic････系統の　　＊ readout････読み取った情報

　＊ behold････注視する

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。
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1.　ある気候専門家は、「グリーン」になることの本当の意味について、社会的な

合意には達していない、と言っている。

2.　グリーンになることの本当の意味について社会的合意はないので、グリーン

になりたい人間が勝手にグリーンになったと主張することはできない。

3.　私は系統的なグリーン戦略について提案したいという希望を持ってはいるが、

その重みを測る必要があるので、すぐには示すことができない。

4.　私は体重が増えると、体重が増えた事実を知りたくないので、体重計に乗ら

ないが、同じことは、一般に多くの人間には当てはまらない。

5.　グリーン問題を議論する際、抽象的な議論を避けて、ＣＯ2排出の大幅な削

減のために実際にどのような量的な難題があるかを中心に議論していた。

－10－



〔No.  7〕 次の英文の中で述べられていることと一致するものとして、最も妥当な

のはどれか。

Before I could answer, she screeched* and started over to the piano in the 

corner. “I used to play the piano. I heard you fooling around with it a few times, 

and I said to myself that guy’s goddamned* good. That’s how I know I wanted to 

meet you even before I saw you. I haven’t played in such a goddamned long time.” 

She was picking away at the piano as I went into the kitchen to make coffee.

“You’re welcome to practice on it any time,”  I said. I don’t know why I 

suddenly became so free with my place, but there was something about her that 

demanded complete unselfishness*. “I don’t leave the front door open yet, but the 

window isn’t locked, and if I’m not here all you’ve got to do is climb in through 

the fire escape. Cream and sugar in your coffee?”

When she didn’t answer, I looked back into the living room. She wasn’t there, 

and as I started towards the window, I heard her voice from Algernon’s room. 

“Hey, what’s this?” She was examining the three dimensional* plastic maze* I 

had built. She studied it and then let out another squeal*. “Modern sculpture! All 

boxes and straight lines!”

“It’s a special maze,”  I explained. “A complex learning device for Algernon.”

But she was circling around it, excited. “They’ll go mad for it at the Museum of  

Modern Art.”

“It’s not sculpture,” I insisted. I opened the door to Algernon’s living-cage 

attached to the maze, and let him into the maze opening.

 （Daniel Keyes「Flowers for Algernon」による）

　＊ screech････金切り声で叫ぶ　　＊ goddamned････すごく　　

　＊ unselfishness････無私　　＊ dimensional････（･･･）次元の　　

　＊ maze････迷路　　　＊ squeal････金切り声

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。

－11－



1. 　私がピアノを下手くそに弾いているのを聞いた彼女は、私を見る前から、私

に会いたくないと思っていた。

2.　「いつでも絵を練習にいらっしゃい。」と私は彼女に言ったが、なぜ自分がそう

言いたい気持ちになったのか、自分でよく理解できた。

3.　「私はドアを開けっ放しにしないけれど、もし私がいなくても、あなたは非常

階段を上がってくればいい。」と私は彼女に言った。

4.　彼女は私が作った立体迷路を調べていたので、「これは何でしょう。」と私は

彼女に問いかけ、「現代彫刻だよ。」と私は彼女に説明した。

5.　彼女は、私の作品をぐるぐると回して、「奇妙な作品なので現代美術館に陳列

するには適していない。」と言った。

－12－



〔No.  8〕 次の英文の中で述べられていることと一致するものとして、最も妥当な

のはどれか。

  My second point lies in the past. Novels are long; or rather, they span a very 

wide range of lengths―from the 20,000 words of Daphnis and Chloe* to the 

40,000 of Chrétien*，100,000 of Austen*, 400,000 of Don Quixote*, and over 

800,000 of The Story of the Stone―and one day it will be interesting to 

analyze the consequences of this spectrum, but for now let’s just accept the 

simple notion that they are long. The question is, How did they get to be that 

way? And there are of course several answers, but if I had to choose a single 

mechanism I would say: adventures. Adventures expand novels by opening 

them to the world: a call for help comes―the knight goes. Usually, without 

asking questions; which is typical of adventure, the unknown is not a threat 

here, it’s an opportunity, or more precisely: there is no longer any distinction 

between threats and opportunities. ‘Who leaves the dangerous path for the 

safe’, says Galessin, one of the knights of the Round Table, ‘is not a knight, is a 

merchant’: true, capital doesn’t like danger for its own sake, but a knight does: 

he has to: he can’t accumulate glory, he must renew it all the time, so he needs 

this perpetual motion machine of adventure . . .

 （Franco Moretti「Distant Reading」による）

　＊ Daphnis and Chloe････小説の表題　　＊ Chrétien････作家の名前

　＊ Austen････作家の名前　　 ＊ Don Quixote････小説の表題

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。
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1.　小説にはさまざまな長さのものがあるが、「小説は長い」という考えを単純に

受け入れることは間違っている。

2.　小説が長いものになっている理由はいくつもあり得るのであり、その中から

一つだけ選ばなければならないとしても、答えは難しい。

3.　救いを求める声があるという理由だけで、騎士は進んで冒険に赴くものであ

り、騎士にとって冒険は恐怖ではなくむしろ好機である。

4.　危ない橋であっても渡らなければならない場合があるという点で、騎士と商

人には類似点がある。

5.　小説には冒険という永久機関が不可欠であり、騎士は栄光を蓄積することに

よって、いつでも輝きを新たにしなければならない。 

－14－



〔No.  9〕 ある会社の社員の年代と居住形態について調べたところ、次のア～キの

ことが分かった。　　

ア　40歳以上の社員と40歳未満の社員との人数の比は、４：１である。

イ　全ての社員は、一戸建か共同住宅のいずれかに住んでおり、一戸建に住んでい

る社員は、共同住宅に住んでいる社員より31人少ない。

ウ　一戸建の借家に住んでいる40歳以上の社員の人数は13人である。

エ　共同住宅の持ち家に住んでいる40歳以上の社員の人数は、共同住宅の借家に

住んでいる40歳未満の社員の人数の３倍である。

オ　共同住宅の持ち家に住んでいる40歳未満の社員は７人であり、共同住宅の借家

に住んでいる40歳以上の社員は53人である。

カ　持ち家に住んでいる社員は126人である。

キ　借家に住んでいる40歳未満の社員の人数は、借家に住んでいる40歳以上の社員

の人数の 1
2 である。

　以上から判断して、一戸建の持ち家に住んでいる40歳以上の社員の人数として、

正しいのはどれか。

1.　54人

2.　57人

3.　60人

4.　63人

5.　66人

－15－



〔No. 10〕 Ａ～Ｄの４人の学生がそれぞれ夏休みの旅行計画を立てた。４人は、旅

行中に同じホテルで同じ日に宿泊するために、それぞれの計画を確認したところ、

次のア～エのことが分かった。

ア　Ａは、７月25日に京都駅に着き、京都市内で３泊してから広島市で３泊し、

その後金沢市で１泊してから松本市で２泊する。

イ　Ｂは、Ａが京都駅に着いた日に奈良駅に着き、奈良市内で３泊してから広島市、

金沢市、松本市の各都市の順にそれぞれ２泊する。

ウ　Ｃは、出発日は決めていないが、名古屋駅に着き、名古屋市内で２泊してから

広島市、金沢市、松本市の各都市の順にそれぞれ２泊する。

エ　Ｄは、Ｃより１日遅れて松本駅に着き、松本市内で３泊してから金沢市で２泊

し、広島市で３泊する。

　以上から判断して、４人が同じホテルで同じ日に宿泊することができる都市と

月日の組合せとして、妥当なのはどれか。ただし、４人は旅行中、必ずホテルに宿

泊するものとする。

　　　 都市　　  月日

1.　金沢市　７月31日

2.　広島市　７月28日

3.　広島市　７月29日

4.　松本市　８月１日

5.　松本市　８月２日

－16－－16－



〔No. 11〕 ある町会の抽選会において、２本の当たりくじを含む９本のくじの中か

ら３人が順番にそれぞれ１本ずつくじを引いたとき、３人のうち２人が当たる確率

として、正しいのはどれか。ただし、引いたくじは戻さない。

　

1.　 １
10

2.　 １
11

3.　 １
12

4.　 １
13

5.　 １
14
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〔No. 12〕 ある書店は、年中無休で午前10時から午後６時まで営業しており、店員

Ａ～Ｅの５人が、次のア～キの条件で勤務している。

ア　各曜日とも、勤務する店員は３人である。

イ　店員Ａは、週５日勤務し、火曜日と他の決まった曜日に休む。

ウ　店員Ｂは、週３日勤務する。

エ　店員Ｄは、週４日勤務し、月曜日、金曜日及び土曜日に休む。

オ　店員Ｅは、店員Ａが休む２日間と、土曜日、日曜日及び他の決まった曜日の週

５日勤務し、２日続けて休む。

カ　各曜日とも、店員Ａ、店員Ｄ及び店員Ｅのうち、同日に勤務するのは２人だけ

である。

キ　各曜日とも、店員Ｂ及び店員Ｄは、同日に勤務することはない。

以上から判断して、店員Ｃが勤務する曜日の組合せとして、妥当なのはどれか。

　

1.　月曜日、火曜日、水曜日、土曜日

2.　月曜日、水曜日、金曜日、日曜日

3.　月曜日、木曜日、金曜日、土曜日

4.　火曜日、水曜日、木曜日、日曜日

5.　火曜日、木曜日、金曜日、土曜日
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〔No. 13〕 リキュールＡ及びＢはアルコール度数20％であり、ジュースＣはアル

コールを含まない。１ｍＬ当たりの原価について、Ａが１円、Ｂが３円、Ｃが２円

であるとき、Ａ、Ｂ、Ｃを使って200ｍＬで原価350円のカクテルを作るときのアル

コール度数として、正しいのはどれか。ただし、このカクテルに含まれるリキュール

Ａ及びＢの体積の比は２：１であり、混合により体積は変化しないものとする。

1.　12％

2.　13％

3.　14％

4.　15％

5.　16％
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〔No. 14〕 ２本の新幹線のぞみ、ひかりが品川駅に到着したとき、のぞみ、ひかり

の乗客数の合計は2,400人であり、到着後、のぞみから降りた乗客数はひかりから

降りた乗客数の３倍であった。出発までにのぞみには206人、ひかりには120人が

乗ったため、品川駅に到着したときに比べ出発したときの乗客数は、のぞみが４％、

ひかりが７％増加した。品川駅を出発したときののぞみ、ひかりの乗客数の合計

として、正しいのはどれか。

1.　2,516人

2.　2,521人

3.　2,526人

4.　2,531人

5.　2,536人
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a

A

C

D

B

〔No. 15〕 下の図のように、三角形ＡＢＣはＡＢ＝ＡＣの二等辺三角形であり、

点Ｄを辺ＡＣ上にＡＤ＝ＢＤ＝ＢＣ＝ aとなるように置くとき、∠ＢＡＤの角度と

して、正しいのはどれか。

1.　12°

2.　18°

3.　24°

4.　30°

5.　36°
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〔No. 16〕 次の数列の空欄Ａ～Ｄに当てはまる４つの数の和として、正しいのは

どれか。ただし、この数列の数は一定の規則で並んでいる。

１, １, ２, ３, Ａ , ８, 13, B , C , 55, D , 144, 233,・・・・

1.　114

2.　132

3.　149

4.　167

5.　184

－22－
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（千トン）
アジアの５空港における貨物取扱量の推移

シンガポール・
チャンギ空港

成田空港

浦東空港

仁川空港

チェック・ラップ
・コック空港

〔No. 17〕 次の図から正しくいえるのはどれか。

1.　チェック・ラップ・コック空港と仁川空港の貨物取扱量の差についてみると、

2010年から2012年までの各年は、いずれの年も1,700千トンを上回っている。

2.　2011年から2013年までについてみると、浦東空港の貨物取扱量の３か年の

累計は成田空港の貨物取扱量の３か年の累計を700千トン以上、上回っている。

3.　仁川空港とシンガポール・チャンギ空港の貨物取扱量の計についてみると、

2011年を100としたとき、2013年の指数は95を下回っている。

4.　2013年についてみると、浦東空港の貨物取扱量に対するシンガポール・

チャンギ空港の貨物取扱量の比率は0.8を下回っている。

5.　2014年についてみると、貨物取扱量の対前年増加率が最も大きいのはチェッ

ク・ラップ・コック空港であり、次に大きいのは成田空港である。
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〔No. 18〕 次の図から正しくいえるのはどれか。

1.　2011年から2014年までのうち、Ａ社の意匠登録件数が最も多いのは2012年

であり、最も少ないのは2014年である。

2.　2012年から2014年までのＢ社の意匠登録件数についてみると、３か年の

年平均の意匠登録件数は、2011年のＢ社の意匠登録件数を上回っている。

3.　2012年から2014年までの各年についてみると、Ｃ社の意匠登録件数は、

いずれの年も前年に比べて減少している。

4.　2013年のＤ社の意匠登録件数を100としたとき、2015年のＤ社の意匠登録

件数の指数は80を下回っている。

5.　2013年の意匠登録件数を企業別にみると、意匠登録件数が2012年に比べて

増加したのはＢ社だけである。
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2011 年
（注）（　）内の数値は、二輪車の総販売台数（単位：台）を示す。

2012 2013 2014 2015
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56.9

（416,723）
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12.7

23.1

55.0

（372,696）

9.5

13.0

25.4

52.1

小型二輪車

軽二輪車

原付第二種

原付第一種

日本国内における二輪車の総販売台数の種類別構成比の推移

〔No. 19〕 次の図から正しくいえるのはどれか。

1.　2011年についてみると、原付第一種の販売台数は、原付第二種の販売台数を

18万台以上、上回っている。

2.　2012年から2014年までのうち、軽二輪車の販売台数が前年に比べ増加した

年は、いずれの年も原付第二種の販売台数は前年に比べ減少している。

3.　小型二輪車の販売台数についてみると、2012年を100としたとき、2014年の

指数は、160を上回っている。

4.　原付第一種の販売台数についてみると、2013年から2015年の３か年の累計は、

60万台を下回っている。

5.　2013年から2015年までの各年についてみると、軽二輪車の販売台数に対する

小型二輪車の販売台数の比率は、いずれの年も0.8を下回っている。
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広告業の媒体別の売上高の対前年増加率の推移

2011 年 2012 2013 2014 2015
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新聞

〔No. 20〕 次の図表から正しくいえるのはどれか。

1.　2010年におけるテレビの売上高を100としたとき、2013年におけるテレビ

の売上高の指数は110を上回っている。

2.　2010年に対する2011年の売上高を媒体別にみると、最も増加しているのは

テレビであり、最も減少しているのは雑誌である。

3.　2011年における雑誌の売上高とラジオの売上高との差は、53,000百万円を

下回っている。

4.　2011年から2015年までのうち、新聞の売上高が最も多いのは2012年であ

り、最も少ないのは2011年である。

5.　2012年から2014年までの３か年における雑誌の売上高の累計は、320,000百

万円を上回っている。

広告業の媒体別の売上高の状況

広告業の媒体別の売上高（2010年） （単位：百万円）

テレビ 新聞 雑誌 ラジオ

1,417,803 388,150 116,675 55,982
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図１ 図２

〔No. 21〕 図１のように、平面を１個の円で仕切ると平面は２つに分割され、図２

のように、平面を２個の円で仕切ると平面は４つに分割される。平面を11個の円

で仕切るとき、平面が分割される最大の数として、正しいのはどれか。ただし、

11個の円は同じ大きさでなくてもよい。

1.　110

2.　112

3.　114

4.　116

5.　118
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ア

エ

A

ウ
イ

オ

〔No. 22〕 下の図のように、Ａ及びア～オの文字が描かれた展開図を組み立てて

できた正十二面体を、Ａが描かれた面が真上になるように、水平な床の上に置いた

とき、ア～オのうち、正十二面体の底面となる面に描かれている文字として、正しい

のはどれか。

1.　ア

2.　イ

3.　ウ

4.　エ

5.　オ
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y
y＝ a x

P

x
O

〔No. 23〕 下の図のように、直線 y ＝ a x（ a＞０、x ＞０）上に点Ｐがある。

原点Ｏと点Ｐとを結ぶ線分がx軸及び y 軸の回りをそれぞれ回転して２つの円すい

をつくるとき、これらの円すいの体積の比が２：５になる aの値として、妥当なのは

どれか。

1.　0.2

2.　0.4

3.　0.5

4.　1.5

5.　2.5
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a

P

a

〔No. 24〕 下の図のように、一辺の長さ aの正三角形が、一辺の長さ aの 正 方 形

５つでできた図形の周りを、矢印の方向に滑ることなく回転し、１周して元の位置

に戻るとき、頂点Ｐが描く軌跡の長さとして、正しいのはどれか。ただし、円周率

はπとする。

1.　 25
6 πa

2.　 29
6 πa

3.　 31
6 πa

4.　 35
6 πa

5.　 37
6 πa
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〔No. 25〕 日本の音楽に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.　雅楽は、千年以上の歴史を持つ音楽であり、演奏には楽
がく

琵
び

琶
わ

、笙
しょう

、篳
ひちりき

篥、竜
りゅう

笛
てき

などの楽器が用いられ、楽曲の例として、越
え

天楽（ 平
ひょうぢょう

調 ）がある。

2.　長唄は、歌舞伎とともに発展した音楽であり、唄を担当する唄方と、打楽器

及び笛によって演奏され、三味線などの弦楽器を使用しないことが特徴である。

3.　文楽は、竹本義太夫が江戸で始めた歌舞伎の流派であり、楽器を用いず、太
た

夫
ゆう

が腹の底から力強い大きな声を出す発声方法を特徴とする。

4.　尺八は、鎌倉時代の頃から虚
こ

無
む

僧
そう

が托
たくはつ

鉢の際に吹奏した楽器であり、室町時

代初期から宗教上の禁制が解け、一般の人々に広く普及した。

5.　箏
そう

は、篠竹という竹で作られた縦笛であり、祭囃
はや

子
し

、里神
か

楽
ぐら

、狂言などで用

いられる。

〔No. 26〕 我が国の土地政策の歴史に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.　律令国家は、全ての男女を単位として口分田を班給し、死者の口分田を３年

ごとに収公する三世一身法を実施した。

2.　律令国家は、人口減少による口分田の荒廃の対策として、墾田永年私財法を

施行し、新たに未開地を開発した田地の私有を３世代にわたって保障した。

3.　11世紀の開発領主の中には、所領を荘園として中央の権力者に寄進し、権力

者を領主と仰ぐ者が現れたが、このような荘園は寄進地系荘園と呼ばれる。

4.　11世紀に政府は、荘園の増加が公領を圧迫しているとして、延喜の荘園整理

令を発し、摂関家を除き、基準に合わない荘園を停止した。

5.　豊臣秀吉は、新しく獲得した領地に太閤検地と呼ばれる検地を行い、石高を

定め、全国の生産力を地価に換算した地租制を確立した。
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〔No. 27〕 18世紀から20世紀にかけてのインドの歴史に関する記述として、妥当な

のはどれか。

1.　18世紀後半にムガル帝国が衰退に向かうと、イギリスが設立した東インド会

社は、オランダの支援を受けたムガル帝国をプラッシーの戦いで破った後に同

帝国を滅亡させ、東インド会社がインド全域を支配することとなった。

2.　19世紀後半、シパーヒーと呼ばれたインド人傭
よう

兵の反乱をきっかけに起こっ

たインド大反乱を鎮圧したイギリスは、イギリスのヴィクトリア女王を皇帝と

するインド帝国を成立させた。

3.　イギリスの植民地となったインドでは、1919年に自治体制が成立したものの、

ローラット法の成立等により弾圧も強化され、ネルーを指導者とした全インド

＝ムスリム連盟による非暴力・不服従の抵抗運動が展開された。

4.　第二次世界大戦後、ヒンドゥー教徒が支配的な国民会議派とイスラーム教徒

からなる全インド＝ムスリム連盟とが対立していたが、両者の和解を受け、イ

ギリスはイギリス領インドの地域が一つの国家として独立することを承認した。

5.　1954年、インドのガンディー首相と中国の毛沢東首相とが会談し、領土主権

の尊重、平和共存等を内容とする平和十原則を発表するなど、インドは中国と

ともに社会主義陣営に属する立場を表明した。
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〔No. 28〕 地形と災害に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.　扇状地は、河川が山の谷を抜けた山麓にできる地形であり、その扇頂は地形

が安定しているため大雨の際に土石流による被害が生じることはないが、扇端

は、鉄砲水が出ることがあるため、集落として利用されることが少ない。

2.　自然堤防は、洪水の際に川に沿って土砂が帯状に堆積してできた微高地であ

り、洪水の際に浸水する場合が多いことから、集落として利用されることは少

なく、水田として利用されることが多い。

3.　河川の氾濫には、水が堤防を越えたり、堤防が決壊したりすることによるも

ののほかに、都市部などで河川への排水が困難になったために生じる洪水であ

る内水氾濫がある。

4.　崖崩れは、雨水や雪解け水の地下への浸透によって、斜面の大きなかたまり

が動きやすくなり、ゆっくりと下方に移動する現象であり、斜面崩壊が起きや

すい山地内で谷底に土砂が厚くたまっている谷で発生しやすい。

5.　ハザードマップとは、洪水、噴火、津波などでどのような危険が生じるかを

予測した地図であり、広域的な視点で作成する必要があることから、都道府県

がハザードマップを作成することとなっており、区市町村は作成しない。

－33－－33－



〔No. 29〕 次のＡ～Ｅのうち、日本国憲法に定める基本的人権の中で社会権として

位置付けられるものの組合せとして、妥当なのはどれか。

Ａ　公務員の任免権

Ｂ　教育を受ける権利

Ｃ　勤労の権利

Ｄ　財産権の不可侵

Ｅ　憲法改正に対する国民投票の権利

1.　Ａ、Ｂ

2.　Ａ、Ｅ

3.　Ｂ、Ｃ 

4.　Ｃ、Ｄ

5.　Ｄ、Ｅ

〔No. 30〕 国際的な人権保障に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.　世界人権宣言は、1948年の国際連合総会で採択されたものであり、人権保障

の共通の基準を示しているほか、自由権とともに社会権を具体的に規定してお

り、加盟国を法的に拘束する。

2.　国際人権規約は、1966年の国際連合総会において採択されたものであり、同

規約には、社会権を中心としたＡ規約及び自由権を中心としたＢ規約がある。

3.　女子差別撤廃条約は、1985年の国際連合総会で採択されたものであり、日本

では、国際連合での採択に先立ち、高等学校における家庭科共修の実現と男女

雇用機会均等法などの国内法の整備が行われた。

4.　児童の権利条約は、1959年の国際連合総会で採択されたものであり、20歳未

満の者の人権を守ることを趣旨としているが、日本は同条約を批准していない。

5.　障害者権利条約は、2006年の国際連合総会で採択されたものであり、これを

受け、日本では国際連合の採択の翌年に障害者差別解消法が制定されたが、日

本は同条約を批准していない。
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〔No. 31〕 国内総生産等の額が以下のとおりであるとき、国民総所得の額として、

妥当なのはどれか。

国内総生産 700

固定資本減耗 100

間接税 70

直接税 60

海外からの純所得 50

補助金 30

1.　550

2.　560

3.　600

4.　610

5.　750
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〔No. 32〕 あ る 自 動 車 の エ ン ジ ン に つ い て 性 能 試 験 を 行 っ た と こ ろ、

毎秒4.8×104Ｊの仕事をし、消費するガソリンの量は１秒当たり3.0ｇであること

が分かった。このとき、エンジンの熱効率として、正しいのはどれか。ただし、

ガソリン1.0ｇを燃焼させたときに得られる熱量は4.0×104Ｊとする。

1.　25％

2.　30％

3.　35％

4.　40％

5.　45％
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〔No. 33〕 電池に関する記述として、妥当なのはどれか。　

1.　ボルタ電池は、希硫酸に亜鉛板と銅板を浸して導線でつないだ電池で、起電

力は約３Ｖと高く、使用開始後すぐに電圧が低下することはない。

2.　ダニエル電池は、亜鉛板を入れた硫酸亜鉛水溶液と銅板を入れた硫酸銅水溶

液とを素焼き板で仕切って、亜鉛板と銅板とを導線でつないだ電池である。

3.　鉛蓄電池は、水素など燃料のエネルギーを電気エネルギーとして取り出す電

池であり、エネルギー効率が高く、新しいエネルギー源として注目されている。

4.　リチウム電池は、負極にリチウムを用いた電池の総称で、起電力は約１Ｖと

低いが、時計や心臓ペースメーカーなどに用いられる二次電池である。

5.　燃料電池は、希硫酸に鉛と酸化鉛（Ⅳ）を浸した構造の電池で、起電力は約

２Ｖであり、自動車などのバッテリーに用いられる一次電池である。
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〔No. 34〕 ヒトの血液に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.　血液は、重さの約55％を占める液体成分と、約45％を占める血球と呼ばれる

有形成分で構成されている。

2.　血しょうは、約60％が水分であり、栄養分や老廃物を運搬するほか、血しょう

中の成分が血液凝固の反応において繊維状のヘモグロビンとなる。

3.　赤血球は、核を有する球状の細胞であり、赤血球に含まれるアルブミンに

よって体内の組織へ酸素を運搬する。

4.　白血球は、核がない中央がくぼんだ円盤状の細胞であり、出血したときに血

液凝固に働く因子を放出し、傷口を塞ぐ。

5.　血小板は、核を有する不定形の細胞であり、体内に侵入した細菌やウイルス

などの異物を食作用により分解し排除する。
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〔No. 35〕 台風に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.　台風は、発生後すぐに、北からの寒気の影響により移動性高気圧に変わり、

急激に勢力を増す。

2.　台風は、赤道付近で偏西風に乗って東へ移動し、その後、中緯度に達すると

貿易風に乗って南東へ移動する。

3.　台風は、寒冷前線や温暖前線を伴って移動し、台風の大きさにかかわらず

中心気圧が同じであれば、中心付近の最大風速は同じである。

4.　台風内部の地表付近では、上から見て反時計回りに中心に向かって風が吹き

込んでおり、台風中心の進行方向に向かって右半円の方が左半円より風が強い。

5.　発達した台風の目の中では、強い上昇気流と、積乱雲群による激しい雨が

観測される。

〔No. 36〕 昨年５月に内閣府が発表した「防災白書」に関する記述として、妥当な

のはどれか。

1.　地域の防災力を直接担っている消防団員は、長期的に減少しているとともに、

高齢化が進んでいるとしている。

2.　年齢階層別に最も利用している情報媒体については、若年層と高齢層とも、

ＩＣＴの割合がほぼ同じであるとしている。

3.　災害の可能性に関する意識として、大災害が発生する可能性があると考える

者は８割を超え、ほぼ同じ割合で災害への備えにも取り組んでいるとしている。

4.　大災害に対する危機意識については、太平洋側の地域に比べて日本海側の

地域の住民に高い傾向が見られたとしている。

5.　防災活動に一緒に取り組むことができると思う相手としては、「ボランティア

活動を行っている人」とする割合が最も多いとしている。
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〔No. 37〕 昨年６月に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消

に向けた取組の推進に関する法律」（ヘイトスピーチ解消のための法律）に関する

記述として、妥当なのはどれか。

1.　本邦外出身者とは、専ら日本の域外にある国若しくは地域の出身である者又

はその子孫であって適法に居住するものをいうとした。

2.　差別的意識を表現する目的で相手を侮蔑する等、人種や民族を理由として日

本から排除することを煽
せん

動する言動について、解消する必要があると規定した。

3.　個人又は集団による本邦外出身者に対する不当な差別的言動を禁止し、この

禁止規定に違反した者に対する罰則規定を設けた。 

4.　国、地方公共団体及び民間事業者は、本邦外出身者に対する差別的言動を解

消するため、啓発活動や支援活動などの取組を行うように努めるものとした。

5.　不当な差別的言動に係る取組については、従来の本邦外出身者に対する差別

的言動の実態を勘案し、この法律で必要な措置を講じたことを附則に規定した。
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〔No. 38〕 最近のアジアをめぐる状況に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.　昨年７月、オランダ・ハーグの仲裁裁判所は、南シナ海において中国が主権

を主張する独自の境界線について法的根拠の有無の判断を行わないこと、また

人工島が海洋法条約上の島であるか否かについて認定をしないことを決定した。

2.　昨年10月、中国の習国家主席とフィリピンのドゥテルテ大統領が北京で首脳

会談を行い、南シナ海問題について、直接関係する国の協議によって解決する

とした。

3.　昨年10月、安倍首相とフィリピンのドゥテルテ大統領がマニラで首脳会談を

行い、フィリピン側は、南シナ海問題の法の支配による解決は困難であると主

張し、巡視船の供与を日本に要請したが、供与の合意には至らなかった。

4.　昨年11月、安倍首相とミャンマーのアウン・サン・スー・チー大統領が東京

で首脳会談を行い、日本は、政府開発援助により２年間で800億円の支援を行い、

民間投資については２年後に改めて解禁するか否かを協議することを伝えた。

5.　昨年11月、安倍首相とインドのモディ首相がニューデリーで首脳会談を行い、

インドが核拡散防止条約に加盟したことを受け、日本はインドとの間で原子力

協定に署名し、日本からインドへの原子力発電所の輸出ができるようになった。
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〔No. 39〕 昨年11月に成立した「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の

保護に関する法律」又は「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」に関

する記述として、妥当なのはどれか。

1.　外国人の技能実習制度の適正化を図るため、技能実習生に対する人権侵害行

為について、禁止規定及び罰則を新たに設けるとした。

2.　外国人の技能実習制度の適正化を図るため、従来の外国人技能実習機構を外

国人技能振興協会に改称して許可法人とするとした。

3.　外国人の技能実習制度の拡充を図るため、優良な監理団体に限定して、技能

実習生の受入期間を最長３年まで延長することを可能とするとした。

4.「出入国管理及び難民認定法」に定める外国人の在留資格として、「看護」及

び「介護」を新たに設けるとした。

5.　偽装滞在者対策の強化を図るため、偽りその他不正な手段により上陸の許可

を受ける行為について、在留資格の取消し規定及び罰則を新たに設けるとした。
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〔No. 40〕 昨年12月に政府が公表した「同一労働同一賃金ガイドライン案」に関す

る記述として、妥当なのはどれか。

1.　基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しようとする場合、有期雇

用労働者に対し、当初の雇用契約開始時から通算せず、その時点の雇用契約の

期間のみの評価により支給することは問題とならないとした。

2.　賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合、無期

雇用フルタイム労働者と同一の貢献である有期雇用労働者には、貢献に応じた

部分につき、同一の支給をしなければならないとした。

3.　役職手当について、責任の範囲・程度などに対して支給しようとする場合、

無期雇用フルタイム労働者と役職の名称、内容・責任が同じである有期雇用パー

トタイム労働者に、時間比例の役職手当を支給することは問題となるとした。

4.　通勤手当や出張旅費について、無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働者

との間で差をつけることは問題となるが、慶弔休暇や健康診断に伴う勤務免除

について差をつけることは問題とならないとした。

5.　ガイドライン案は、現行法解釈を明確化したものであり、法的拘束力はない

ことを周知すべきであり、労働条件は労使の自主的な交渉により決定すること

を求め、現段階ではガイドライン案を基に法改正を行う予定はない、とした。
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