
行政（新方式）Ⅰ類Ｂ

教　養　問　題
平成28年６月施行　　職員採用試験

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46ページです。

3.　解答時間は 2 時間30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 1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5 の中の1 2 3 4 5を鉛筆又はシャープ

ペンシルで1 2 3 4 5のようにマークして 1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5 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。

　〈いま〉とは極小的現在 tではない。「いま地球は温暖化に向かっている」とも

「いまは21世紀です」とも言えるように、〈いま〉の幅はほとんど無制限に延びる

のである。その時々の関心において〈いま〉ではない時の幅を決めることとの相関

で〈いま〉の幅は決まる。〈いま〉ではない時を「昨日」ないし「明日」と決めれ

ば、〈いま〉は「今日」である。〈いま〉ではない時を「今朝」ないし「今夜」と

決めれば、〈いま〉は「この日中」である。何を一つ前の〈いま〉と（また一つ後

の〈いま〉と）決めるかによって、この特定の〈いま〉は決まるのであり、しかも

この語り方のすべては物理学的な連続的量の継起とは無縁である。

　連続量が継起していくうちに tに呼応する〈いま〉が目まぐるしく交代するわけ

ではない。まして、数学的点としての〈いま〉は、幅のないそこにおいては何事も

起こりえない時なのであるから、〈いま〉という言葉の誤用以外の何ものでもない。

　そのつどの関心に応じて適当な幅をもった〈いま〉が〈いま〉のすべてなのであ

り、これと別のところに「ほんとうのいま」などないのだ。

　だから、いかなる遠方の恒星であろうと、「いま見えている」と語って何の不都

合もない。それは「いまは21世紀です」という語り方において、〈いま〉が100年

を含むとしても何の不都合もないのと同様である。

　〈いま〉の幅とは語り方においていくらでも収縮可能である。私が100万光年（こ

れは空間的距離である）かなたのＳを夜空に見るとき、そこに私は100万年前とい

う「過去透視」をしているわけではなく、ただ100万年間という〈いま〉を現出さ

せているだけである。

　もちろん別の語り方も可能である。それは「100万年前に発した光がいま私の目

に届いている」という語り方である。この場合は物理学的連続的伝播
ぱ

の図式のもと

に語っているのであるから、「光が私の目に届いた時」が〈いま〉であり、「光が

発した時」は100万年前なのだ。

　この場合、「見える」という知覚語が登場してこないところが重要である。だが、

おうおうにして両者の語り方を混同して、「100万年前に発した光をいま見ている
0 0 0 0

」

と語るから、混乱が起きるのだ。「100万年前に発した光が私の目に入る」という

言い方なら構わない。だが、「光が私の目に入る」ことは「見える」ことではない。

※　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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「私は15年前に東京に移り住み」かつ「私はいま東京に住んでいる」という語り方

に不都合がないように、「100万年前の光が私の目に入り」かつ「私はいまその光

を見ている」という語り方に不都合はないのである。

� （中島義道「時間論」による）

1．�〈いま〉の幅は、その時々の関心において〈いま〉ではない時の幅を決める

こととの相関で決まることから、ほとんど無制限に延びる。

2．�極小的現在 tに呼応する〈いま〉は、物理学的な連続的量が継起していくう

ちに、めまぐるしく交代する。

3．�「ほんとうのいま」は、その時々の関心に応じて適当な幅をもった〈いま〉

とは別のところにある。

4．�100万光年かなたのＳを夜空に見て、「100万年前に発した光がいま私の目に

届いている」と語るとき、そこに100万年間という〈いま〉を現出させている。

5．�「光が私の目に入る」ことは「見える」ことであるから、「100万年前に発し

た光をいま見ている
0 0 0 0

」という語り方をしても、何の不都合もない。
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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。

　自然界の数多くの特徴はかなり安定しているので、ほとんどすべての人間が同じ

内部モデルを持っている。赤ん坊のとき、丸いものはどこから見ても同じかたちを

していることや、ほとんどの物体は方向によって見え方が変わることを学習する。

カップを子供用食事椅
い す

子のテーブルから押し出せば、重力によってかならず床に落

ちることを知る。触感、形状、色彩、昼と夜の周期などを学ぶ。現実世界の単純な

物理法則は、あらゆる人々に等しく理解される。

　しかし、脳の中のモデルには、習慣、文化、親からの教えによって形成される部

分も多い。そのため、これらの部分は安定しておらず、人によってまったく違うこ

ともある。子供が愛情に満ちた家庭でじゅうぶんに思いやられ、不安な感情をきち

んと受けとめてくれる親に育てられれば、おそらく大人になったとき、世界は安全

で愛にあふれていると予測するだろう。親に虐待された子供は、危険で残酷な未来

を予測しがちだ。のちにどれほど優しくされても、だれも信用できないという思い

は消えない。心理学で幼少時の経験、愛着、親からのいつくしみがよく問題にされ

るのは、脳がこの時期に現実世界の最初のモデルを描くからだ。

　文化が現実世界のモデルに与える影響は、生半可なものではない。たとえば、研

究の結果によると、東洋人と西洋人では空間と物体の認識方法が異なっている。東

洋人は物体のあいだの空間に注目する傾向があるのに対して、西洋人はほとんど物

体だけに注目する。この違いが、異なる美学や、問題の解き方の差になってあらわ

れる。また、アフガニスタンの部族やアメリカ南部のいくつかの地域のように、名

誉をもっとも重んじる文化がある。この場合、暴力があたり前のこととして受け入

れられやすい。若いころに学んだ宗教上の信念の違いによって、道徳観、男女の権

利と役割、さらには人生そのものの価値についてさえ、まったく異なるモデルがつ

くられる。これらのさまざまなモデルが共通の絶対的な尺度のもとにすべて正しい

ことは、あきらかにありえない。それでも、個人にとっては自分のモデルだけが正

しいように思える。道徳的な判断というのは、善の基準にしろ悪の基準にしろ、学

習されたものなのだ。

　文化と家庭での体験は、人間に固
ステレオ

定観
タ イ プ

念を植えつけるが、残念なことに、これは

人生の宿命だ。この本の全体をとおして、「普遍的な記憶」あるいは「普遍の表現」

※　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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という言葉を「固定観念」に置き換えても、大きく意味が変わることはない。類推

による予測は、固定観念による判断とほとんど同じだ。誤った固定観念は、社会的

にとんでもない結果を引き起こす。知能についてのわたしの理論が正しいなら、人

間に固定観念を捨てさせることはできない。固定観念をつくることが新皮質の機能

であり、脳の生来の性質なのだ。

　固定観念がもたらす害悪を排除するためには、誤った固定観念に気づき、他者に

共感し、権威を疑うことを子供に教える必要がある。考えられる最善の価値を教え

込むとともに、批判的に考えることを身につけさせなければならない。懐疑的な態

度は科学的手法の真髄であり、虚構と事実を区別する唯一の方法だ。

（ジェフ・ホーキンス、サンドラ・ブレイクスリー�著、伊藤文英�訳

� 「考える脳　考えるコンピューター」による）

1．�現実世界の単純な物理法則は、習慣、文化、親からの教えによって学習する

ものであるため、人によってまったく異なる脳内モデルが形成される。

2．�現実世界の最初のモデルとして人間の脳に大きく影響を与えるのは、幼少時

の経験や親からの愛情等であるが、固定観念を植えつけるものではない。

3．�文化は現実世界のさまざまなモデルに大きな影響を与えるが、これらのモデ

ルが共通の絶対的な尺度のもとにすべて正しいということにはならない。

4．�人間は意図的に訓練をすることにより、脳の生来の性質や機能を変え、固定

観念をつくらないようにすることが可能となる。

5．�権威を疑ったり、物事を批判的に考えることを子供に教えることは、誤った

固定観念にとらわれることにつながる。
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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。

　�　今日「科学」という言葉からただちに連想されるのは、おそらくコンピュータ

（情報科学）、ＤＮＡ（生命科学）、ミラーニューロン（脳科学）、ナノテクノ

ロジーといった先端分野の研究成果であろう。

Ａ�　科学研究と技術開発は、今日では社会システムの不可欠の一部であり、その最

大のスポンサーは国家や企業にほかならない。実際、新聞やテレビで「科学」や

「科学技術」といった言葉を目にしたり耳にしたりしない日は一日たりともない

はずである。

Ｂ�　正負いずれの側面を強調するにせよ、現代社会は科学や技術の成果なしには成

り立たず、またそれに伴うリスクと無関係に存立することはできない。「持続可

能性（sustainability）」が時代の標語となるゆえんである。

Ｃ�　それに対して、「科学」の意味は誰でも理解しているにもかかわらず、改まっ

て科学の「科」とは何かと問われれば、明確に説明できる人はむしろ稀であろう。

Ｄ�　ただし、注意したいのは、これらは二十世紀初頭の相対性理論や量子力学など

の純粋な科学理論とは異なり、技術的応用と一体となった分野だということであ

る。現代では科学と技術の境界は不分明になり、両者は融合して「テクノサイエン

ス」とでも呼ぶべき領域を形作っている。

Ｅ�　他方で、科学と聞いて環境破壊、核兵器、原発事故、薬害など科学技術がもた

らしたさまざまな災厄を想起される向きも少なくないであろう。現代は「科学技

術の時代」であると同時に、その「社会的リスク」をも否応なく背負わざるをえ

ない時代なのである。

Ｆ�　ところで、その「科学」という言葉だが、文字面を眺めただけでは「科」につ

いての「学」というのみで、その内容はいっこうに判然としない。これが物理学

ならば「物（物体、物質）」の「理（ことわり、法則）」を探究する「学問」、

生物学ならば「生き物」に関する「学問」といった具合に、読んで字のごとく何

のまぎれもない。

� （野家啓一「科学哲学への招待」による）

※　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．�Ａ－Ｄ－Ｆ－Ｃ－Ｂ－Ｅ

2．�Ａ－Ｅ－Ｄ－Ｂ－Ｆ－Ｃ

3．�Ｄ－Ｅ－Ｂ－Ａ－Ｆ－Ｃ

4．�Ｄ－Ｆ－Ｅ－Ｂ－Ｃ－Ａ

5．�Ｆ－Ｃ－Ｅ－Ｂ－Ｄ－Ａ
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〔No.　�4�〕� 次の文章の空欄Ａ～Ｄ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。

　リトルウッドの証明は、数学というものの理解、なかでも素数の重要性を巡る、

人々の心理に大きな影響を及ぼした。膨大な数の証拠に感銘を受けている人々に向

かって、はっきりと警告を発したのだ。そして、素数がごまかしの達人であること

を明らかにした。素数はその A を数の宇宙の奥底深く隠していて、人間の計

算能力をはるか超えたところまで探りを入れなければ、その A を目にするこ

とはできない。素数のほんとうの振る舞いは、 B な証明という鋭い目を通し

てしか見えてこないのである。

　リトルウッドの証明はまた、数学は Ｃ にほかの科学と異なると主張する人々

にとってまたとない武器となった。数学者たちはもはや、最低限の計算を追って

理論が進むという17世紀や18世紀風の D では満足できなくなっていた。

D は、もはや数学の世界を進むのにふさわしい手段ではなかった。科学のほ

かの分野では、何百万ものデータがあれば十分な証拠になるかもしれない。しかし

リトルウッドの手で、数学ではそんなものは薄氷に過ぎないことが示された。ここ

から先は証明がすべてなのだ。なにによらず、断固たる証拠なしには信用すること

ができない。

� （マーカス・デュ・ソートイ�著、冨永星�訳「素数の音楽」による）

※　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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� �  Ａ　　　 Ｂ　　　　Ｃ　　　　 Ｄ

1．�品格　　主観的　　現実的　　現実主義

2．�品格　　主観的　　本質的　　経験主義

3．�本性　　主観的　　現実的　　現実主義

4．�本性　　抽象的　　本質的　　経験主義

5．�本性　　抽象的　　本質的　　現実主義
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〔No.　�5�〕次の文章の空欄Ａ～Ｅ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。

　読み手に対して、「想像力を働かせ、行間を読み取る」ことを期待してはいけま

せん。

「よろしくお願いいたします」「ご確認ください」ではなく、例えば「ご確認の

うえ、掲載可否についてご連絡いただけますようお願いいたします」など、

「 A のか」を明確に伝えることで、誤解を防ぐことができます。

　日本語は「高コンテクスト文化」であるといわれています。コンテクストとは「文

脈」のことで、 B 的に内容を伝えず、前後の文脈で言いたいことを相手に想

像させ、理解させる文化です。

　このような高コンテクスト文化においては、言葉で表現されていないことでも、

周りの状況から情報を読み取ったうえで、相手の話を理解することが求められます。

　しかし、文学作品とは異なり、企業が情報を伝える文章では、読み手が「行間を

読む」ことを期待してはいけません。読み手の文化的・社会的・歴史的背景によっ

て判断が異なるような情報の伝え方は適切ではありません。

　そのため、具体的な情報を提示することが必要です。

　特に、Message（ A のか）が欠けている文章が多いので注意が必要です。

　例えば、「 C 」といった言い回し（ D 的言語行為）では伝わらないお

それがありますので、「 E 」といった「 B 的言語行為」を明示すべきで

す。

� （小田順子「その文章、キケンです！

� 部下の文章力を劇的に上げる79のポイント」による）

※　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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� � 　　　　 Ａ　　　　　　Ｂ　　　　　Ｃ　　　　　Ｄ　　　��E

1．�相手にどうしてほしい　間接　応募してください　直接　募集します

2．�相手にどうしてほしい　直接　応募してください　間接　募集します

3．�相手にどうしてほしい　直接　募集します　　　　間接　応募してください

4．�自分がどうしたい　　　間接　募集します　　　　直接　応募してください

5．�自分がどうしたい　　　直接　応募してください　間接　募集します
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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。

There’s�a� famous�quote� I�read�somewhere.� It�says�we�are�all�given�second�

chances�every�day�of�our�lives.�They�are�there�for�the�taking,�it’s�just�that�we�

don’t�usually�take�them.

I� spent� a�big� chunk＊�of�my� life�proving� that�quote.� I�was�given�a� lot� of�

opportunities,�sometimes�on�a�daily�basis.�For�a�long�time�I�failed�to�take�any�of�

them,�but�then,�in�the�early�spring�of�2007,�that�finally�began�to�change.�It�was�

then�that� I�befriended＊�Bob.�Looking�back�on� it,� something�tells�me� it�might�

have�been�his�second�chance�too.

I� first�encountered�him�on�a�gloomy＊,�Thursday�evening� in�March.�London�

hadn’t�quite�shaken�off�the�winter�and�it�was�still�bitingly＊�cold�on�the�streets,�

especially�when�the�winds�blew�in�off�the�Thames.�There�had�even�been�a�hint�

of� frost� in� the� air� that�night,�which�was�why� I’d� arrived�back�at�my�new,�

sheltered�accommodation＊�in�Tottenham,�north�London,�a�little�earlier�than�usual�

after�a�day�busking＊�around�Covent�Garden.

� （James�Bowen「A�Street�Cat�Named�Bob」による）

　　＊�chunk‥‥かなりの量　　＊�befriend‥‥友となる

　　＊�gloomy‥‥薄暗い　　＊�bitingly‥‥身を切るように

　　＊�sheltered�accommodation‥‥保護住宅　　＊�busk‥‥即興演奏をする

※　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．�どこかで読んだ有名な言葉によれば、全ての人間は、一生に一度だけセカン

ドチャンスを与えられているのに、みすみす逃してしまうことが多い。

2．�ずいぶん長い間、僕にはセカンドチャンスの機会が与えられなかったが、2007

年の春、僕にもセカンドチャンスの機会が与えられた。

3．�ボブと友だちになった頃を振り返ると、あれはボブにとってもセカンドチャン

スだったのだという気がする。

4．�ぼくがボブと初めて出会ったのは、どんよりと曇った５月のとある火曜日の

夜であった。

5．�あの夜は雪が激しく降るほど寒かったが、ぼくはいつもと同じ時間までコ

ヴェント・ガーデンで即興演奏をしてから、トッテナムの保護住宅に帰った。
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〔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。

The�mistake�that�can�arise�when�you�fail�to�engage�with�the�minds�of�others�

is�that�you�may�come�to�think�of�them�as�relatively�mindless＊.�That�is,�you�may�

come�to�think�that�these�others�have�less�going�on�between�their�ears�than,�say,�

you�do.

This�may�sound�too�abstract,�but�there�are�many�subtle�examples�of�it�in�daily�

life.�Let�me�start�with�one�from�the�most�basic�and�fundamental�experience�you�

have�of�your�own�mind:�your�sense�of�free�will.�Although�many�scientists�have�

little�patience�for�explanations�of�behavior�based�on�free�will,�there�is�no�doubt�

that�you�and�I� feel� like�we�have� it.� It�seems�that�we�can� freely�choose�to�eat�

another�doughnut�or�not,�move�our�fingers�or�not,�keep�reading�this�book�or�not.�

But�what�about�the�minds�of�others?�Are�others�as�free�to�choose�as�you�are,�or�

do�they�have�less�free�will?�Are�they�more�beholden＊�to�their�circumstances�or�

their�environments�or�their�rigid�ideologies�than�you�are?

The�finding�from�careful�research�is�that�most�people�answer�these�questions�

by�claiming�that�they�have�more�free�will�than�others�do.�For�instance,�having�

free�will�means�being�independent,�free�to�choose�any�of�a�number�of�different�

options�regardless�of� the�surrounding�circumstances,� in�accordance�with�one’s�

own�interests�and�desires.�In�one�experiment,�college�roommates�were�asked�to�

report�how�predictable� their�past�decisions� in� life�were�and�how�predictable�

their�future�decisions�will�be.�Each�person�did�the�same�for�his�or�her�roommate.�

These�students�rated�their�own�past�and�future�as�considerably�less�predictable�

than�their�roommates’�past�and�future,�as�if�their�roommate�had�less�free�will―a�

lesser�mind―than�they�did.

� （Nicholas�Epley「Mindwise」による）

　　＊�mindless‥‥思慮のない　　＊�beholden‥‥恩義を受けて

※　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．�相手の心に無関心であったとしても、相手を知性のない存在のように考える

というミスを犯すことはない。

2．�人は誰しも、自分には自由な意志があると思っており、多くの科学者たちも、

そうした自由な意志に基づく行動を認めている。

3．�綿密な調査から分かったのは、たいていの人は、自分は他人よりも自由な意

志を発揮していないと考えていることだった。

4．�自由な意志をもっているということは、自立した存在であり、環境に左右さ

れることなく、多くの選択肢から自分の興味や希望に合うものを選べているこ

とを意味する。

5．�大学生に、自分やルームメイトの人生について、過去の決断がどれくらい予

測可能だったか考えてもらったところ、学生たちは、自分よりも、ルームメイ

トの過去の方が予測が難しいと答えた。
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〔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。

Another� father,�K.�T.�Dutschmann,�a� telephone�engineer,�a� student�of� this�

course＊,� couldn’t�get�his� three-year-old�daughter� to�eat�breakfast� food.�The�

usual�scolding＊,�pleading＊,�coaxing＊�methods�had�all�ended� in� futility＊.�So�the�

parents�asked�themselves:�“How�can�we�make�her�want�to�do�it?”

The� little�girl� loved�to� imitate�her�mother,� to� feel�big�and�grown�up;�so�one�

morning�they�put�her�on�a�chair�and� let�her�make�the�breakfast� food.�At�just�

the�psychological�moment,�Father�drifted�into�the�kitchen�while�she�was�stirring�

the�cereal�and�she�said:�“Oh,�look,�Daddy,�I�am�making�the�cereal�this�morning.”

She�ate� two�helpings＊�of� the�cereal�without�any�coaxing,�because�she�was�

interested� in� it.�She�had�achieved�a� feeling�of� importance;� she�had� found� in�

making�the�cereal�an�avenue�of�self-expression.

William�Winter�once�remarked�that�“self-expression�is�the�dominant�necessity�

of� human�nature.”�Why� can’t�we� adapt� this� same�psychology� to� business�

dealings?�When�we�have�a�brilliant� idea,� instead�of�making�others� think� it� is�

ours,�why�not�let�them�cook�and�stir�the�idea�themselves.�They�will�then�regard�

it�as�their�own;�they�will�like�it�and�maybe�eat�a�couple�of�helpings�of�it.

Remember:�“First,�arouse�in�the�other�person�an�eager�want.�He�who�can�do�

this�has�the�whole�world�with�him.�He�who�cannot�walks�a�lonely�way.”

� （Dale�Carnegie�「How�to�Win�Friends�&�Influence�People」による）

　　＊�this�course‥‥作者の講習会　　＊�scolding‥‥口やかましい

　　＊�pleading‥‥嘆願するような　　＊�coaxing‥‥なだめすかすような

　　＊�futility‥‥無益　　＊�helping‥‥食べ物の一人前

※　この問題は、著作権の関係により、掲載できません。



-�15�- -�16�-

1．�ダッチマンという電話技師の３歳になる娘は、朝食を食べようとしないので、

病気がちで寝込むことが多かった。

2．�娘に朝ご飯の支度をさせてみたところ、母親のように上手に作ることができ

なかったので、娘は父親に手伝ってほしいとお願いをした。

3．�自己主張は人間の重要な欲求の一つであるが、我々がこれを仕事に応用する

には慎重に扱わなくてはならない。

4．�素晴らしいアイデアが思い浮かんだ場合、そのアイデアを相手に思いつかせ

るように仕向けることは難しく、そのようになるまでには長い時間がかかる。

5．�相手の心の中に強い欲求を起こさせることができる人は、万人の支持を得る

ことに成功し、それができない人は誰の支持も得ることはできない。
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〔No.　�9�〕� 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。

Then�Chee-Chee�got�up,�and�all�the�others�whispered,�“Sh!�Look!�Chee-Chee,�

the�great�traveler,�is�about�to�speak!”�

And�Chee-Chee�said� to� the�other�monkeys,�“My� friends,� I� am�afraid� it� is�

useless�to�ask�the�Doctor�to�stay.�He�owes�money�in�Puddleby,�and�he�says�he�

must�go�back�and�pay�it.”

And�the�monkeys�asked�him,�“What�is�money?”

Then�Chee-Chee� told� them� that� in� their� country�you� could�get�nothing�

without�money;�you�could�do�nothing�without�money�―�that� it�was�almost�

impossible�to�live�without�money.

And� some�of� them�asked,�“But� can�you�not� even�eat� and�drink�without�

paying?”

But�Chee-Chee�shook�his�head.�And�then�he�told�them�that�even�he,�when�he�

was�with�the�organ-grinder＊,�had�been�made�to�ask�the�children�for�money.

And�the�Chief�Chimpanzee�turned�to�the�Oldest�Orangutan�and�said,�“Cousin,�

surely�these�men�be�strange�creatures!�Who�would�wish�to�live�in�such�a�land?�

My�gracious＊,�how�paltry＊!”�

Then�Chee-Chee�said,�“When�we�were�coming�to�you�we�had�no�boat�to�cross�

the�sea� in�and�no�money�to�buy�food�to�eat�on�our� journey.�So�a�man� lent�us�

some�biscuits,�and�we�said�we�would�pay�him�when�we�came�back.�And�we�

borrowed�a�boat�from�a�sailor,�but�it�was�broken�on�the�rocks�when�we�reached�

the�shores�of�Africa.�Now�the�Doctor�says�he�must�go�back�and�get�the�sailor�

another�boat�―�because�the�man�was�poor�and�his�ship�was�all�he�had.”

� （Hugh�Lofting「The�Story�of�Doctor�Dolittle」による）

　　＊�organ-grinder‥‥手回しオルガン弾き　　＊�My�gracious‥‥まあ！

　　＊�paltry‥‥つまらない

※　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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1．�チーチーは、「ここにいつまでも滞在してほしいと先生にお願いすることは、

とても意味のあることである。」と言った。

2．�チーチーは、「先生は、パドルビーでお金を貸しており、お金を返してもら

う必要があると言っている。」と言った。

3．�チーチーは、「人間の世界では、お金がなくては何も手に入れることができ

ず、全く何もできない、生きることさえ難しい。」と言った。

4．�チーチーは、「手回しオルガン弾きと一緒に暮らしていたときは、子供たち

にお金をくださいと頼むことは、恥ずかしくてできなかった。」と言った。

5．�チーチーは、「先生と船乗りの２人で作った船でアフリカに到着したが、壊

れてしまったので、先生は船を新たに作りたいと言っている。」と言った。
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〔No.　10〕� 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。

Everybody�knows� that� cars� in� Japan�drive�on� the� left.�What�about�other�

countries?�It’s�been�estimated�that�cars�drive�on�the�right�in�about�65�percent�of�

the�world’s�nations�and�on�the�left�in�about�35�percent.

Regions�where� traffic� keeps� to� the� right� include�North�America,� South�

America�and�Europe.�Regions�where�cars�keep�to�the�left�include�Southeast�Asia�

and�former�British�colonies�such�as�India,�Pakistan,�Jamaica,�Australia�and�New�

Zealand.�The�only�major�country�in�Europe�where�cars�drive�on�the�left�is�the�

United�Kingdom.

Has�any�country�ever�changed� its�direction�of�driving?�Amazingly,�yes!�One�

example�is�Sweden.�Until�1967,�drivers�drove�on�the�left�like�in�Japan.�Then,�in�

September�of�that�year,�the�whole�nation�changed�direction�and�began�driving�

on�the�right.�How�did�they�do�it?

A�major�campaign�was�held�to�prepare�Swedish�people�for�what�was�called“H�

Day＊.”Signs�were�put�up� to�warn�drivers� to�drive�on� the�right.�Reminders�

were�printed�on�milk�cartons�and�women’s�underwear.�Swedish�TV�and�radio�

stations�broadcast� a� catchy＊�pop� song� called�Let’s�All�Drive� on� the�Right,�

Svensson＊!

Then,�at�6�a.m.�on�September�3rd,�drivers�all�over�the�nation�carefully�changed�

lanes,� from� left� to�right,� then�continued�driving�on�the�other�side�of� the�road.�

The� switch�went� so�well� that� only� a� handful� of� accidents�were� reported.�

Afterward,� the�number�of� traffic�accidents�actually�dropped�as�people�drove�

more�carefully�until�they�got�used�to�the�new�system.

So,�when�traveling�overseas,�don’t�forget!�Look�both�ways�when�you�cross�the�

street�and�don’t�forget�which�side�of�the�road�the�cars�drive�on.

� （Kip�A.�Cates「Look�left,�look�right」

� 「The�Japan�Times�ST��Friday,�September�25,�2015」による）

　　＊�H�Day‥‥�右側通行の日。HはHögertrafik（スウェーデン語で「右側通行」）の略。

　　＊�catchy‥‥覚えやすい　　＊�Svensson‥‥スウェーデンの一般的な姓

※　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．� 日本では車は左側通行であるが、世界で車が左側通行の国は、４分の１以下で

あると推定されている。

2．� 左側通行の地域には、北米やインドなどイギリスの旧植民地であった地域が含

まれるほか、ヨーロッパの大国ではイギリスだけが含まれる。

3．�これまでに運転する方向を変えた国は世界でも多く知られており、そのうちの

スウェーデンは19世紀中に変更した。

4．� スウェーデンでは、運転手に右側を通行するように警告する看板が設置された

り、牛乳パックに注意書きが印刷されたりした。

5．� スウェーデンでは、レーンを変えた当時は事故が多発したが、その後、交通事

故の件数は実際に低下した。
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〔No.　11〕� あるテレビ番組のクイズ大会に参加したＡ大学及びＢ大学の計100人の

学生について、出題された第１問及び第２問の２題のクイズへの解答状況を調べた

ところ、次のア～カのことが分かった。

ア�　クイズ大会に参加したＡ大学の学生の人数は、36人であった。

イ�　第１問を正解したＢ大学の学生の人数は、42人であった。

ウ�　第１問が不正解であったＡ大学の学生の人数は、13人であった。

エ�　第１問が不正解であった学生の人数と第２問が不正解であった学生の人数との

和は、延べ78人であった。

オ�　第２問を正解した学生の人数は、Ｂ大学の学生がＡ大学の学生より７人多かった。

カ�　クイズ大会に参加した学生の全員が、第１問及び第２問の２題のクイズに答えた。

　以上から判断して、第２問が不正解であったＢ大学の学生の人数として、正しい

のはどれか。

1．�28人

2．�29人

3．�30人

4．�31人

5．�32人



-�21�- -�22�-

〔No.　12〕� ６個の球Ａ～Ｆを袋から取り出した順序及び球の色について、次のア～カ

のことが分かった。

ア�　Ａ～Ｆの６個の球は、赤色が３個、白色が３個であった。

イ�　Ａを取り出した直前には赤色の球を取り出し、Ａを取り出した直後には白色の

球を取り出した。

ウ�　Ｂは１番目に取り出した球ではなく、Ｂよりも前に取り出した赤色の球の数は、

Ｂよりも前に取り出した白色の球の数と等しかった。

エ�　Ｃを取り出した直前にはＦを取り出した。

オ�　Ｅよりも後に取り出した球の数は３個であった。

カ�　赤色の球は、連続して取り出さなかった。

　以上から判断して、確実にいえるのはどれか。ただし、球は袋から一度だけ取り

出し、元に戻さなかった。

1．�Ａは白色であり、Ａを取り出した直後にはＥを取り出した。

2．�Ｂは白色であり、Ｂを取り出した直前には赤色の球を取り出した。

3．�Ｄは赤色であり、Ｄを取り出した直前にはＢを取り出した。

4．�Ｅは白色であり、Ｅを取り出した直後には赤色の球を取り出した。

5．�Ｆは赤色であり、Ｆを取り出した直前にはＡを取り出した。
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〔No.　13〕� ある剣道大会で、Ａ～Ｇの７チームが、下図のようなトーナメント戦を

行った結果について、次のア～エのことが分かった。

決勝戦

２回戦

１回戦 １回戦 １回戦

２回戦

ア�　ＡはＣに負けた。

イ�　ＢはＥに負けた。

ウ�　ＦはＥと対戦した。

エ�　ＦはＧに勝った。

　以上から判断して、確実にいえるのはどれか。

1．�Ａは決勝戦に進んだ。

2．�Ｂが決勝戦に進んだとすると、ＦはＧと２回戦で対戦した。

3．�Ｄが優勝したとすると、ＤはＣと対戦した。

4．�ＦはＥと１回戦で対戦した。

5．�Ｇが決勝戦に進んだとすると、ＢはＤと対戦した。
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〔No.　14〕� 1000から9999までの４桁の整数の中から、１つの整数を無作為に選んだ

とき、選んだ整数の各位の数字の中に同じ数字が２つ以上含まれる確率として、正

しいのはどれか。

1．�� 9
25

2．� 62
125

3．� 692
1375

4．� 683
1250

5．� 83
125
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〔No.　15〕� 下図の中にある三角形の数として、正しいのはどれか。

1．�20

2．�25

3．�30

4．�35

5．�40
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〔No.　16〕� ある食堂のメニューは、Ａ定食600円、Ｂ定食500円の２つの定食とサラ

ダ150円の３種類である。ある日、この食堂を利用した人数は300人で、全員がどち

らかの定食を一食選び、Ａ定食の売れた数は、Ｂ定食の売れた数の� 3
7 �より少な

く、
2
5 �より多かった。この日のこの食堂の売上金額の合計が165,000円であると

き、サラダの売れた数として、正しいのはどれか。

1．�41

2．�42

3．�43

4．�44

5．�45
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〔No.　17〕� 下図のように、一辺が12cm の正方形の紙を点線を谷にして矢印の方向

に３回折り畳み、できあがった三角形を直線ℓ、m の位置で切り離して広げたとき、

最も大きい紙片の面積として正しいのはどれか。ただし、ℓ、m はそれぞれ三角形

の辺ＡＢ及び辺ＡＣに平行で辺ＢＣの中点を通る直線である。

m

B

CℓA

1．�18cm2

2．�36cm2

3．�54cm2

4．�72cm2

5．�81cm2
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〔No.　18〕� 下図のように、一辺の長さ５a の正方形ＡＢＣＤの頂点Ｃに、一辺の

長さ３a の正方形ＥＦＧＨの対角線の交点を合わせて重ねたとき、この２つの正方

形によってつくられる太線で囲まれた部分の面積として、正しいのはどれか。

A D

B C

E

H

G

F

5 a

3 a

1．� 307a 2

10

2．� 247a 2

8

3．� 187a 2

6

4．� 127a 2

4

5．� 67a 2

2
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〔No.　19〕� 次の数列の和として、正しいのはどれか。
1

１×２，
1

２×３，
1

３×４，
1

４×５，
1

５×６，・・・・，
1

15×16

1．� 13
16

2．� 13
15

3．� 223
240

4．� 15
16

5．� 253
240
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〔No.　20〕� 連続した５つの自然数の積が30240になるとき、この５つの自然数の和

として、正しいのはどれか。

1．�30

2．�35

3．�40

4．�45

5．�50
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〔No.　21〕� 次の図から正しくいえるのはどれか。

東京都における酒類６品目の販売（消費）数量の推移

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000
（kℓ）

平成22年度 23 24 25

リキュール

発泡酒

ビール

単式蒸留
しょうちゅう
連続式蒸留
しょうちゅう
清酒

50,249
72,703
71,096

512,994

115,185

180,270

44,987
68,939
71,424

494,766

81,329

233,010

45,399
68,880
75,049

480,211

73,822

243,555

47,234
70,049
68,497

534,190

96,465

262,058

1．�平成22年度から24年度までの３か年における清酒の販売（消費）数量の１年

当たりの平均は、70,000kℓを下回っている。

2．�平成22年度における単式蒸留しょうちゅうと連続式蒸留しょうちゅうの販売

（消費）数量の計を100としたとき、24年度における単式蒸留しょうちゅうと連

続式蒸留しょうちゅうの販売（消費）数量の計の指数は、110を上回っている。

3．�平成23年度から25年度までの各年度についてみると、酒類６品目の販売（消

費）数量の合計に占めるリキュールの販売（消費）数量の割合は、いずれの年

度も23％を下回っている。

4．�平成23年度から25年度までの各年度についてみると、ビールの販売（消費）

数量に対する発泡酒の販売（消費）数量の比率は、いずれの年も0.20を下回っ

ている。

5．�平成24年度における販売（消費）数量の対前年度増加率を品目別にみると、

最も大きいのは発泡酒であり、次に大きいのはリキュールである。
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〔No.　22〕� 次の図から正しくいえるのはどれか。

プレジャーボートの艇種別の隻数の前回調査に対する増加率の推移

－30

－20

－10

0

10

20

平成14年 18 22 26

大型モーターボート

クルーザーヨット
小型モーターボート

ディンギーヨット

（%）

（注）最近の調査は、平成８年、14年、18年、22年及び26年に計５回実施。

1．�平成14年、18年及び22年の各年のうち、小型モーターボートの隻数に対する

ディンギーヨットの隻数の比率が最も小さいのは14年である。�

2．�平成14年、18年及び22年の各年についてみると、ディンギーヨットの隻数は、

いずれの年も前回の調査の年に比べて増加している。

3．�平成18年における艇種別の隻数についてみると、８年における艇種別の隻数

に比べて、いずれの艇種別の隻数も減少している。

4．�平成18年、22年及び26年の各年のうち、大型モーターボートの隻数が最も少

ないのは、22年である。

5．�平成18年におけるクルーザーヨットの隻数を100としたとき、26年における

クルーザーヨットの隻数の指数は90を下回っている。
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〔No.　23〕� 次の図から正しくいえるのはどれか。

我が国におけるきのこ類５品目の生産額の構成比の推移
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えのきたけ

ぶなしめじ

生しいたけ

（2,057） （2,019） （1,865） （1,788） （1,903）

（注）（��）内の数値は、きのこ類５品目の生産額の合計（単位：億円）を示す。

1．�2009年におけるえのきたけとなめこの生産額の計は、2011年におけるえのき

たけとなめこの生産額の計を上回っている。

2．�2009年における生しいたけの生産額を100としたとき、2012年における生しい

たけの生産額の指数は75を下回っている。

3．�2010年から2012年までのまいたけの生産額の３か年の累計は、800億円を

下回っている。

4．�2010年から2013年までの各年の生産額を品目別にみると、いずれの年もぶな

しめじはなめこを430億円以上、上回っている。

5．�2011年から2013年までの３か年におけるえのきたけの生産額の１年当たりの

平均は、310億円を下回っている。
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〔No.　24〕� 次の図表から正しくいえるのはどれか。

主なチェーンストアにおける４取扱部門の販売額の状況

取扱部門別の販売額（2009年）� （単位：百万円）

食料品 衣料品 住関品 サービス

8,086,010 1,369,262 2,568,032 48,746

　取扱部門別の販売額の対前年増加率の推移
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1．�2009年における食料品の販売額を100としたとき、2012年における食料品の

販売額の指数は90を下回っている。

2．�2010年に対する2011年の販売額を取扱部門別にみると、最も増加しているのは

食料品であり、次に増加しているのは衣料品である。

3．�2011年 か ら2013年 ま で の ３ か 年 に お け る 住 関 品 の 販 売 額 の 累 計 は、

7,500,000百万円を上回っている。

4．�2011年から2014年までのうち、衣料品の販売額が最も多いのは2011年であり、

最も少ないのは2013年である。

5．�2013年におけるサービスの販売額は、前年におけるサービスの販売額に比べ

て3,000百万円以上減少している。
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〔No.　25〕� 次の図から正しくいえるのはどれか。

　　我が国における野生鳥獣による農作物被害額の推移
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合計の農作物被害額の対前年度増加率の推移

28.2

32.4

9.5

22.0

7.9

27.4

36.8

7.1
9.7

19.0

27.1

35.7

6.6
9.2

21.4

27.6

38.3

6.5
9.0

18.6

0

20

40

60

80

100
（％）

平成22年度 23 24 25

その他の
野生鳥獣

カラス
サル

イノシシ

シカ

種類別の農作物被害額の構成比の推移

1．�平成21年度から24年度までの各年度についてみると、野生鳥獣による合計の

農作物被害額が最も少ないのは23年度である。

2．�平成22年度から25年度までの各年度についてみると、シカによる農作物被害

額に対するその他の野生鳥獣による農作物被害額の比率は、いずれの年も0.6を

下回っている。

3．�平成23年度から25年度までの３か年のイノシシによる農作物被害額について

みると、１年当たりの平均の農作物被害額は、22年度の農作物被害額を上回っ

ている。

4．�カラスによる農作物被害額についてみると、平成23年度の農作物被害額を100

としたとき、25年度の指数は90を下回っている。

5．�サルによる農作物被害額についてみると、平成24年度の農作物被害額は、22

年度の農作物被害額を上回っている。
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〔No.　26〕� 下図のような、上段に62868、下段に98625の数字を描いた紙を、破線の

ところで切断してＡ～Ｆの小片とし、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥを裏返すことなく並べ替え

たとき、上段に62528、下段に99886となる並べ方として、正しいのはどれか。ただ

し、

Ｂ

、

Ｃ

、

Ｄ

及び

Ｅ

は、それぞれ上下逆にした小片を表すこととする。

A B C D E F

1．�Ａ－Ｂ－Ｃ－

E

－

Ｄ

－Ｆ

2．�Ａ－Ｂ－

Ｃ

－Ｅ－

Ｄ

－Ｆ

3．�Ａ－
B

－Ｄ－
E

－Ｃ－Ｆ

4．�Ａ－

E

－

Ｄ

－Ｂ－Ｃ－Ｆ

5．�Ａ－

E

－Ｃ－

B

－

Ｄ

－Ｆ
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〔No.　27〕

1. 2.

3.

4. 5.

　左図のような正面図となる形状をした置物の

平面図として、妥当なのはどれか。ただし、置

物は回転して、どの向きを正面としてもよい。
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No.　28〕�

1. 2.

A

PB

C

3.

4. 5.

〔 　左図のように、３つの立方体をＬ字

形に並べた形状をした立体を、頂点Ａ、

Ｂ及びＣの３点を通る平面で切断した

とき、頂点Ｐを含む側の立体にできる

切断面の形状として、妥当なのはどれ

か。



-�39�- -�40�-

〔No.　29〕� 下図のように一辺の長さ a の立方体を平らな床面に置いた後、立方体の

面と同じ大きさの正方形のマス目Ａ～Ｅの上を滑ることなくＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの

順に90°ずつ回転させた。このとき、立方体の頂点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。

Ｐ

Ａ Ｂ
Ｃ

ＤＥ

a

1．� 3
4 πa

2．�πa

3．� 3
2 πa

4．�2πa

5．� 5
2 πa
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〔No.　30〕� 下図のように、矢印が描かれた半径ｒの円が、それぞれ半径３ｒの 1
４ 円、

半円及び 1
４ 円を滑らかにつないだ曲線ＡＢ上をＡからＢまで滑ることなく転がる

とき、Ｂにおける矢印の向きとして、正しいのはどれか。

A B

3r

3r

3r

r

1．�

2．�

3．�

4．�

5．�
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〔No.　31〕� ブラジルに関する記述として、妥当なのはどれか。

1．�ブラジルは、日本の４倍程度の国土面積を持ち、人口は２億人を超え、貧富の

差は大きくないとされる。

2．�ブラジルは、20世紀初頭にスペインから独立したが、人口の約半数はラテン系

の白人であり、他は混血などとなっている。

3．�ブラジルでは、1960年に首都がブラジリアからリオデジャネイロに移転され、

リオデジャネイロ沖では石油が掘削されている。

4．�ブラジルでは、南東部のイタビラ鉄山に加え、北部のカラジャス鉄山が開発さ

れ、世界的な鉄鉱石産出国となっている。

5．�ブラジルでは、2012年から2014年までの実質ＧＤＰ成長率は毎年７％を超え、

高度成長が続いている。

No.　32〕� 次のＡ～Ｄは中東・北アフリカ地域の政治に関する記述であるが、それ

ぞれに該当する国の組合せとして、妥当なのはどれか。

A�　この国は、1948年にパレスチナに建国されたが、これを認めない周辺諸国と４

次にわたる中東戦争を戦った。

B�　この国では、ヨーロッパ型の近代化を強行してきた王政が1979年に起こった革

命によって倒れ、イスラームに基づく共和国に移行した。

C�　この国は、大量破壊兵器の保有疑惑に対し、国連の査察への協力が不十分だっ

たことなどから、2003年にアメリカ等の攻撃を受け、フセイン政権が崩壊した。

D�　この国では、2011年、「アラブの春」とよばれる反独裁を掲げ民主化を求める

運動により、ムバラク政権が崩壊した。

� � 　　Ａ　　　　　Ｂ　　　　Ｃ　　　　 D

1．�イスラエル　　イラン　　イラク　　エジプト�

2．�イスラエル　　イラン　　リビア　　チュニジア

3．�イスラエル　　シリア　　リビア　　チュニジア

4．�ヨルダン　　　イラン　　イラク　　エジプト

5．�ヨルダン　　　シリア　　リビア　　チュニジア

〔
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〔No.　33〕� ある人が、質量50kg のバーベルを垂直に40cm 持ち上げ、元の位置に

下ろす動作をゆっくりと一定の速さで20秒間に５回繰り返したとき、バーベルに対

してこの人がした仕事及び仕事率の組合せとして、正しいのはどれか。ただし、重

力加速度は9.8m/s2とする。

� 仕事　��仕事率

1．�　０Ｊ　 �０Ｗ

2．� 980Ｊ　　49Ｗ

3．� 980Ｊ　　98Ｗ

4．�1960Ｊ　　49Ｗ

5．�1960Ｊ　　98Ｗ
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〔No.　34〕� 地質時代に関する記述として、妥当なのはどれか。

1．�三畳紀は、新生代の時代区分の一つであり、紡錘虫（フズリナ）が繁栄し、

は虫類が出現した時代である。

2．�ジュラ紀は、中生代の時代区分の一つであり、アンモナイト及び恐竜が繁栄

していた時代である。

3．�第四紀は、新生代の時代区分の一つであり、頭足類及び始祖鳥が出現した時

代である。

4．�デボン紀は、中生代の時代区分の一つであり、三葉虫及び多くの種類の両生

類が繁栄していた時代である。

5．�白亜紀は、新生代の時代区分の一つであり、無脊椎動物が繁栄し、魚類の先

祖が出現した時代である。
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〔No.　35〕� 昨年７月に経済産業省が発表した「通商白書」に関する記述として、妥

当なのはどれか。

1．�2014年の我が国の経常収支は、外国人旅行者の増加による旅行収支の赤字縮小

と円安による貿易収支の黒字化により、1985年以降で最高の黒字になったとした。

2．�我が国の対外的な「稼ぐ力」を、「輸出する力」と「技術の力」の２つの切り

口から検証し、「技術の力」においてイノベーション力や各国の言語でのビジネ

スコミュニケーションに課題があるとした。

3．�我が国の輸出について、2013年以降、輸出品目の高付加価値化は進んでいるが、

輸出先の経済規模縮小に伴う海外需要の低迷により、輸出数量が回復していない

とした。

4．�主要なグローバル企業の財務分析によれば、本社が日本に存在する日系企業は、

日系以外の米系・欧州系・アジア系の企業に比べ、売上高成長率は低いものの、

売上高営業利益率は高い傾向にあるとした。

5．�日本企業がグローバル経営力を向上させる上で、人材のダイバーシティを進め

ていくことは急務であり、留学生の日本企業への就職や定着が重要であるとした。

No.　36〕� 昨年６月に公布された「公職選挙法等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．�選挙権年齢を満年齢20歳以上から満年齢18歳以上に引き下げるとした結果、

新たに選挙権を得る18歳以上20歳未満の人口は約100万人となり、それが全有権

者の中に占める割合は約１％となる見込みである。

2．�18歳以上20歳未満の者が、連座制の対象となる重大な選挙犯罪を犯した場合

でも、未成年であることから原則として検察官送致とはならないとしている。

3．�民法の成人年齢や少年法の適用年齢については、選挙の公正その他の観点か

ら均衡を勘案しつつ、検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとすると

している。

4．�最高裁判所裁判官の国民審査、地方自治体の首長解職及び議会解散の請求を

受けて行われる住民投票の投票資格については、これまでどおり満年齢20歳以

上としている。

5．�世界各国では選挙権年齢を引き下げる傾向にあり、191か国・地域のうち選挙

権年齢を18歳とする国・地域が約半数を占めている。

〔
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〔No.　37〕� 昨年８月に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

に関する記述として、妥当なのはどれか。

1．�同法は、常時雇用する労働者301人以上の企業に対し、女性の活躍に関する状

況把握と課題分析、数値目標や取組を記した行動計画の策定、ホームページなど

での情報公開を義務付けたが、300人以下の中小企業に対しては努力義務とした。

2．�事業主行動計画について、厚生労働省から数値目標の水準が示されており、

行動計画を未作成の場合、数値目標を未達成の場合、虚偽の報告をした場合の

３類型に関しては罰則が規定されている。

3．�事業主行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優

良な企業に対する厚生労働省の認定の申請方法及び基準については、同法の公

布から１年後に定めるとした。

4．�同法には、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業に対し、国

や地方自治体の事業の入札において、受注の機会を増やすことについては、明

記されておらず、今後の検討課題となっている。

5．�地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的

かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会を組

織することを義務付けられた。

No.　38〕� 夫婦同姓規定及び再婚禁止期間を定めた規定について争われた事件につ

いて、昨年12月に最高裁判所が言い渡したそれぞれの判決に関する記述として、妥

当なのはどれか。

1．�最高裁判所は、夫婦は夫又は妻の姓を称するとした民法の規定について、裁

判官15人全員一致で合憲と判断した。

2．�最高裁判所は、夫婦同姓は日本社会に定着しており合理性があるとし、改姓

による不利益は通称使用が広まることで一定程度は緩和され得るとした。

3．�最高裁判所は、選択的夫婦別姓制度については合理性がないと断ずるもので

はないとして、制度の在り方に関する今後の国会での検討については言及しな

かった。

4．�最高裁判所は、女性のみに６か月間の再婚禁止期間を定めた民法の規定につ

いて、ＤＮＡ検査により正確に父子判定できるようになった医療技術の発達を

考慮すると全期間違憲であるとした。

5．�再婚禁止期間について、多数意見では、国会が法改正を怠ってきたことは違

法な立法不作為であり、国家賠償請求を認めるとした。

〔
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〔No.　39〕� 昨年12月に国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（ＣＯＰ21）で採択

されたパリ協定に関する記述として、妥当なのはどれか。

1．�協定には、京都議定書を締結していた日本、アメリカ、ＥＵ等の先進国に加

え、京都議定書を締結していなかったロシア、中国も採択に加わった。

2．�協定の目的として、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より

十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求することが明記された。

3．�協定の全ての採択国に対し、温室効果ガスの削減目標の達成が義務付けられ

るとともに、義務の履行を担保するための罰則規定が協定に設けられた。

4．�先進国は途上国に対し、温室効果ガス削減のための資金を拠出しなければな

らないとされ、具体的な拠出金額が協定に明記された。

5．�協定は、全ての採択国が各国内の手続を経てこの協定を締結した日の後30日

目の日に効力を生じるとされた。

No.　40〕� 最近の中国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10月、中英首脳会談において、英国で計画中の原子力発電所に中国製の

原子炉を導入することで中国の習近平国家主席と英国のブラウン首相が合意し

たほか、ビジネス案件が広がり、約７千億円の契約が締結された。

2．�昨年10月、中国共産党は、50年余り続いてきた一人っ子政策を廃止し、全て

の夫婦に第３子までの出産を認めることを決めた。

3．�昨年11月、中国の習近平国家主席は約３年半ぶりに開かれた日中韓首脳会談

に出席し、日中韓首脳は、首脳会談を２年に１回定例化することや、環太平洋

パートナーシップの交渉を従来どおり進めることを確認した。

4．�昨年11月、中国と台湾が1949年に分断して以降初めて、習近平国家主席と馬

英九総統という最高指導者同士が、シンガポールにおいて会談した。

5．�昨年11月、国際通貨基金（ＩＭＦ）は、中国の人民元を、ＩＭＦの特別引き

出し権（ＳＤＲ）を構成する４番目の通貨に採用し、構成比では日本の円に次

ぐ順位とすることを決めた。

〔








