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問 １ 次の１～５のカタカナを漢字に、６～１０の下線部の漢字をひらがなに直しなさい。 

 

１． 不正の責任をキュウメイする ６． 他人を蔑む 

２． 戦争のサンカを伝える ７． 上司の意向を忖度する 

３． 危機イッパツだった ８． 吉報に快哉を叫ぶ 

４． 無病ソクサイを祈る ９． 有職故実 

５． 流言ヒゴに惑わされる 10 融通無碍 

 

 

問 ２ 次の１～４の言葉とその意味の組み合わせとして、正しいものには○を、誤ってい

るものには×を書きなさい。 

 

１． 流れに棹さす ………… 時流に逆らって、勢いを失わせる 

２． 白河夜船 ………… 何も気づかないほど、よく眠っている様子 

３． こけら落とし公演 ………… 公演初日の舞台 

４． 比翼連理 ………… 夫婦仲のむつまじい例え 

 

   

問 ３ 次の１〜４は、明治以前の地理的区分の呼称であった旧国名を示している。それぞ

れの読みがなをひらがなで、その地域にあたる現在の都道府県名を漢字で書きなさい。  

  

[例] 尾張 ・・・ おわり、愛知県 

 

  

１．安房 ２．遠江 

３．若狭 ４．常陸 
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問 ４ 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。 

 

２０１７年３月、稲田朋美防衛相は南スーダンで（  ①  ）に従事している陸上自衛隊に

５月末までの撤収を命じた。この部隊は、離れた場所にいる国連要員らが襲われた場合に武器を

持って助けに行く「（  ②  ）」などの新任務が付与されていた。昨年７月、活動拠点の首都

（  ③  ）で、政府軍と反政府勢力との間で大規模な衝突が発生した。当時の衝突の様子を

記録した派遣部隊の（  ④  ）をめぐっては、陸自は当初、情報公開請求に対し稲田氏に破

棄したと報告したが、実際には保管していたことが判明した。 

 

設問 1  ①～④にあてはまる語句を書きなさい。 

 

設問 2 ②は、２０１６年３月に施行された法律に基づき、初めて自衛隊に付与された任務とし

て注目を集めた。その法律名を書きなさい。 

 

設問 3 ④の問題をめぐっては、防衛相が自衛隊を統率できていないとして批判があがった。 

民主主義国家において、政治が軍事より優先される原則のことを何と呼ぶか書きなさい。 

 

 

問 ５ 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。 

   

 ２０１７年３月、経営再建中の東芝は巨額損失の原因となった米原発子会社（  ①  ）が

②米連邦破産法１１条の適用をニューヨーク州連邦破産裁判所に申請したと発表した。破綻処理

に伴い、東芝の２０１７年３月期の連結純損失額が最大で１兆１００億円に膨らむ可能性がある。 

 

設問 1 ①にあてはまる企業名をカタカナ９文字で書きなさい。 

 

設問 2 ②と同じ趣旨である日本の法律名を書きなさい。 

 

設問 3 ２０１６年以前、製造業で過去最大の赤字を計上した企業を選びなさい。 

 

ア．シャープ イ．トヨタ自動車 ウ．ソニー エ．パナソニック オ．日立製作所 

 

設問 4 東芝の創始者で「からくり儀右衛門」とも呼ばれた人物名を選びなさい。 

 

ア．岩崎 弥太郎 イ．松下 幸之助 ウ．田中 久重 エ．稲盛 和夫 オ．小平 浪平 



２０１８年度 中日新聞社 採用試験問題（常識・英語 8０分） 

（実施日：2017 年 6 月 11 日） 

 

3 

 

 

問 ６ 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。 

   

 ２０１６年８月８日、天皇陛下はビデオメッセージという形で、象徴としての自らの在り方に

ついて考えを公表された。天皇は日本国憲法第１条で、日本国と日本国民統合の象徴であり、主

権者である国民の総意に基づくと定められている。また、天皇は憲法に定められた（  ①  ）

行為のみを行い、国政に関する権能は有しない。（ ① ）行為は、（  ②  ）の助言と承認に

よって行う。今の陛下は、象徴天皇として、被災地のお見舞いなど（  ③  ）行為に積極的

に取り組んできた。皇位の継承や、皇族の範囲などは（  ④  ）という法律で定められてい

る。 

  

設問 1 ①～④に当てはまる語句を書きなさい。 

 

設問 2 ①の行為について、誤っているものを選びなさい。 

 

ア． 憲法改正、法律、政令および条約を公布すること イ． 国会を召集すること 

ウ． 衆議院を解散すること エ． 衆議院議長を任命すること 

 

設問 3 明治以降、天皇一代につき、一つの元号を用いる制度名を書きなさい。 

 

 

問 ７ 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。 

 

日本の核燃料サイクルの要とされてきた高速増殖原型炉「（  ①  ）」（福井県敦賀市）に

ついて、政府は２０１６年１２月２１日に原子力関係閣僚会議を開き、廃炉にする方針を正式決

定した。高速増殖炉は、原発の（  ②  ）からプルトニウムとウランを取り出して繰り返し

燃料に使うため、エネルギーの自給自足を実現するとされた。（ ① ）は１９９４年に試運転を

始めて間もなく（  ③  ）漏れ事故で停止した。２０１０年に試運転を再開したが、トラブ

ルや大量の点検漏れが相次ぎ、運転実績はほとんどない。 

 

設問 1 ①～③にあてはまる語句を書きなさい。 

 

設問 2 原子力の平和的利用の促進と軍事的利用の転用防止を目的とする国際機関名をアルファ

ベット４文字で書きなさい。 
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問 ８ 以下の設問について、ア～エから１つ選びなさい。 

 

設問 1 米軍普天間基地移設に伴う新基地建設問題で、２０１３年１２月に沖縄県名護市辺野古

沿岸の埋め立てを承認した当時の沖縄県知事は誰か。 

ア．大田 昌秀 イ．稲嶺 恵一 ウ．仲井真 弘多 エ．翁長 雄志 

 

設問 2 現在の衆院議員定数は小選挙区２９５、比例代表１８０の合計４７５であるが、２０１

６年の法改正で決まった新たな定数はどれか。  

ア． 小選挙区３００、比例代表１７５の合計４７５ 

イ． 小選挙区２９０、比例代表１８５の合計４７５ 

ウ． 小選挙区２８７、比例代表１７８の合計４６５ 

エ． 小選挙区２８９、比例代表１７６の合計４６５ 

 

設問 3 日本、米国、中国、ドイツの４カ国を国内総生産（ＧＤＰ、２０１５年時点）の金額が

大きい順に並べた時、正しいものはどれか。 

ア． 米国→日本→中国→ドイツ 

イ． 中国→米国→ドイツ→日本 

ウ． 米国→中国→日本→ドイツ 

エ． 米国→中国→ドイツ→日本 

 

設問 4 ２０１６年、燃費の不正表示問題で経営危機に陥った三菱自動車工業に出資して筆頭株

主になった企業はどこか。 

ア．日産自動車 イ．本田技研工業 ウ．三菱重工業 エ．富士重工業 

 

設問 5 トヨタ自動車は自動運転開発などでＩＴ・通信企業との提携を進めている。２０１７年

３月時点でトヨタが提携していない企業はどこか。 

ア．マイクロソフト イ．グーグル ウ．ＮＴＴ エ．ウーバー 

 

設問 6 ＪＲ東海が新幹線の輸出を目指している米国の州はどこか。 

ア．カリフォルニア イ．ケンタッキー ウ．バージニア エ．テキサス 

 

  



２０１８年度 中日新聞社 採用試験問題（常識・英語 8０分） 

（実施日：2017 年 6 月 11 日） 

 

5 

 

設問 7 道路交通法の改正により、運転免許の更新時に「認知症の恐れがある」と判定された場

合、医師の診断が義務付けられたドライバーは何歳以上か。 

ア．６５歳 イ．７０歳 ウ．７５歳 エ．８０歳 

 

設問 8 核拡散防止条約（ＮＰＴ）の未加盟国はどこか。 

ア．インド イ．キューバ ウ．シリア エ．ロシア 

 

設問 9 シリア内戦について、ロシアの支援を受けたアサド政権軍が２０１６年１２月に奪還し

た反体制派の要衝はどこか。 

ア．ホムス イ．アレッポ    ウ．モスル エ．ダマスカス 

 

設問 10 政府が２０２０年開催の東京五輪・パラリンピックに向けて、テロを防ぐために「共謀

罪」の趣旨を盛り込んだ改正を目指している法律はどれか。 

ア．団体規制法 イ．刑事訴訟法 

ウ．ハイジャック防止法 エ．組織犯罪処罰法 

 

設問 11 ２０１６年１２月、沖縄県名護市の海上に不時着した米軍輸送機はどれか。 

ア．Ｆ３５ イ．オスプレイ    ウ．ＭＲＪ エ．ボンバルディア 

 

設問 12 韓国の潘基文氏に代わり、２０１７年から新たな国連事務総長に就任したアントニオ・

グテレス氏が首相を務めた国はどこか。 

ア．ポルトガル イ．ブラジル ウ．スペイン エ．ウルグアイ 

 

設問 13 クアラルンプールの空港で殺害された金正男氏の異母弟で、北朝鮮の最高権力者である

金正恩氏の現在の役職はどれか。  

ア．労働党総書記 イ．労働党第一書記 

ウ．労働党主席 エ．労働党委員長 

 

 

 

  



２０１８年度 中日新聞社 採用試験問題（常識・英語 8０分） 

（実施日：2017 年 6 月 11 日） 

 

6 

 

設問 14 日本とロシア（ソ連）間の領土をめぐる問題の発生順として、正しいものはどれか。 

ア．日ソ共同宣言→川奈提案→イルクーツク声明→東京宣言 

イ．日ソ共同宣言→イルクーツク声明→川奈提案→東京宣言 

ウ．日ソ共同宣言→東京宣言→川奈提案→イルクーツク声明 

エ．イルクーツク声明→川奈提案→東京宣言→日ソ共同宣言 

 

設問 15 囲碁の七大タイトルを史上初めて同時制覇した井山裕太棋士から２０１６年１１月に

名人位を奪取したのは誰か。  

ア．河野 臨 イ．趙 治勲  ウ．山下 敬吾  エ．高尾 紳路 

 

設問 16 江戸時代、徳川将軍家に次ぐ地位にあった、いわゆる「徳川御三家」でないのはどれか。 

ア．尾張家 イ．紀伊家  ウ．駿河家  エ．水戸家 

 

設問 17 ディストピア（反理想郷、暗黒世界）小説における作品と作者の組み合わせで、誤って

いるものはどれか。  

ア．『華氏４５１度』 ― レイ・ブラッドベリ 

イ．『時計じかけのオレンジ』 ― スタンリー・キューブリック 

ウ．『１９８４』 ― ジョージ・オーウェル 

エ．『すばらしい新世界』 ― オルダス・ハクスリー 

 

設問 18 赤穂浪士の討ち入りを題材にした「仮名手本忠臣蔵」という演目がある。この赤穂浪士

４７人の墓がある寺はどこか。  

ア．浅草寺 イ．泉岳寺 ウ．本門寺 エ．新勝寺 

 

設問 19 歌舞伎俳優の中村吉右衛門が主演し、民放地上波最後の本格時代劇とされた「鬼平犯科

帳」が２０１６年１２月に幕を下ろした。この作品の作者は誰か。  

ア．池波 正太郎 イ．司馬 遼太郎   ウ．吉川 英治 エ．藤沢 周平 

 

設問 20 現代語には歌舞伎由来の言葉が多く残っているが、歌舞伎に由来しないものはどれか。  

ア．黒幕 イ．市松模様 ウ．二枚目 エ．銀幕 
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設問 21 直近の第８９回アカデミー賞と、第４０回日本アカデミー賞でそれぞれ作品賞と最優秀

賞に輝いた映画作品の組み合わせで正しいものはどれか。  

ア．『ラ・ラ・ランド』 ― 『シン・ゴジラ』 

イ．『ムーンライト』 ― 『シン・ゴジラ』 

ウ．『ムーンライト』 ― 『君の名は。』 

エ．『ラ・ラ・ランド』 ― 『君の名は。』 

 

設問 22 女子マラソンの日本歴代記録のうち、３位までに入っていない選手は誰か。 

ア．高橋 尚子 イ．渋井 陽子  ウ．野口 みずき  エ．福士 加代子 

 

設問 23 稀勢の里の横綱昇進は、日本出身力士として誰以来か。 

ア．貴乃花 イ．魁皇  ウ．若乃花（三代目）  エ．大乃国 

 

設問 24 ２０１７年３月に開催された第４回ＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）に

出場した中日ドラゴンズの選手は誰か。  

ア．大野 雄大 イ．大島 洋平 ウ．堂上 直倫 エ．岡田 俊哉 

 

設問 25 ２０１８年のサッカーＷ杯はロシアで行われるが、２０２２年の開催国はどこか。 

ア．カタール イ．オランダ ウ．オーストラリア エ．ポルトガル 

 

設問 26 地球規模の気候変動に関する記述のうち、誤っているものはどれか。 

ア． 二酸化炭素の吸収源として重要な森林は、世界で減少している。とくに中国では砂漠化

の進行で森林減少が著しい。 

イ． 南極大陸から張り出した「棚氷」が氷山として流れ出すと、間接的に海面上昇をもたら

す可能性がある。 

ウ． ２０１６年に発効した「パリ協定」では、産業革命前からの気温上昇を２度未満にする

ことを掲げている。 

エ． 「エルニーニョ」とは赤道付近の海面温度が平常より高くなる現象で、地球規模で気候

に大きな影響を与えると考えられている。 
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設問 27 日本の宇宙技術とその利用に関して述べた文のうち、正しいものはどれか。 

ア． 国際宇宙ステーションには、現在、日本人宇宙飛行士が１人搭乗している。 

イ． 複数の偵察衛星を打ち上げて、他国の動きを監視している。 

ウ． 宇宙へ行った日本人宇宙飛行士の数は２０人を超えた。 

エ． Ｈ２Ａを大型化したＨ２Ｂロケットは、世界最高の打ち上げ能力を持つ。 

 

設問 28 ①、②にあてはまる数字の組み合わせのうち、正しいものはどれか。 

 第２４回参院選は２０１６年７月に投開票され、非改選を含め自民・公明の与党と、改憲に前

向きな勢力が改憲発議に必要な（  ①  ）を超える議席を獲得した。選挙年齢を２０歳から

（  ②  ）歳以上に引き下げる法改正の後、初めて行われた国政選挙でもあった。 

 

ア．① １／２ ② １６ イ．① ２／３ ② １６ 

ウ．① １／２ ② １８ エ．① ２／３ ② １８ 

 

設問 29 技適マークが付いているドローン（無人航空機）を操縦する者の責任として誤っている

説明はどれか。 

ア． 製造するメーカーの瑕疵によって事故が発生した場合、操縦者にも責任が発生する。 

イ． 法により禁止された飛行を行った操縦者は、刑事責任や行政上の責任に問われる場合が

ある。 

ウ． 墜落により、第三者の人体に怪我を負わせた場合は、操縦者は民事責任と行政上の責任

の双方を問われる場合がある。 

エ． 操縦中に事故が発生し、第三者の所有物を破損させた場合は、それを補償しなければな

らない。 

 

設問 30 ４Ｋ・８Ｋテレビやその放送内容について、誤っている説明はどれか。 

ア． ２０１６年の家電量販店における薄型テレビの売上構成比のうち、４Ｋテレビは５０％

に拡大した。 

イ． ４Ｋテレビでは、ハイビジョン放送や市販の映像ソフトコンテンツを「超解像エンジン」

によって、擬似的に４Ｋ画質に近い映像に変換することができる。 

ウ． 将来の実現化が想定されている８Ｋテレビでは、画面全体の画素数が４Ｋテレビの約８

倍であり、非常に高い解像度の画像を表示できる。 

エ． ４Ｋ・８Ｋ放送は、現存の放送サービスを置き換えるものではなく、空き電波帯域を使

用して現行のハイビジョンと併存することが前提となっている。 
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問 ９ 次の文章を読んで、①～④にあてはまる語句をア～シから選びなさい。 

  「今日からひたすら（  ①  ）だ」。就任式で演説した米国のトランプ大統領は、就任直

後に（  ②  ）離脱に関する大統領令を出すなど、オバマ前政権が進めてきた米国の国際

協調の歩みを大きく変えようとしている。しかし、就任式翌日にはトランプ氏に抗議するデモ

が全米各地で催され、ワシントンでは（  ③  ）運動時代のワシントン大行進を上回る約

５０万人が参加した。米国の調査会社によると、就任直後のトランプ大統領の支持率は

（  ④  ）以降の歴代大統領の中で最低となる４５％を記録した。 

 

ア．ＡＰＥＣ イ．トルーマン ウ．米国第一 エ．クリントン 

オ．経済回復 カ．イラク反戦 キ．アイゼンハワー ク．ＯＥＣＤ 

ケ．ベトナム反戦 コ．ＴＰＰ サ．覇権拡大 シ．公民権 

 

 

 

問 10 三角形ＡＢＣの辺ＡＢを３：７に内分する点をＲ、辺ＡＣを５：２に内分する点を

Ｑとする。直線ＲＱとＢＣの交点をＰとするとき、ＢＣ：ＣＰを求めよ。 

 

 

問 11 ３０人いるクラスの中で「同じ誕生日の人がいる確率」をア～オから選びなさい。

ただし、１年は３６５日とし、どの日に生まれる確率も １

３６５
 とする。 

 

ア．約８％ イ．約２３％ ウ．約４２％ エ．約５６％ オ．約７１％ 

Q

A

B C P

R

③

⑦

②

⑤
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問 12 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。 

 

Good evening, everyone. I extend my warmest greetings to the members of the Swedish 

Academy and to all of the other distinguished guests in attendance tonight. 

I’m sorry I can’t be with you in person, but please know that I am most definitely with you in 

spirit and honored to be receiving such a prestigious prize. （Ａ）ノーベル文学賞を受賞すること

は、私がこれまで想像も予測もし得なかったことでした。 From an early age, I’ve been familiar 

with and reading and absorbing the works of those who were deemed worthy of such a distinction: 

Kipling, Shaw, Thomas Mann, Pearl Buck, Albert Camus, Hemingway. These giants of literature 

whose works are taught in the schoolroom, housed in libraries around the world and spoken of in 

reverent tones have always made a deep impression. That I now join the names （   ①   ）

such a list is truly beyond words. 

I don’t know if these men and women ever thought of the Nobel honor for themselves, but I 

suppose that anyone writing a book, or a poem, or a play anywhere in the world might harbor that 

secret dream deep down inside. It’s probably buried so deep that they don’t even know it’s there. 

（Ｂ）If someone had ever told me that I had the slightest chance of winning the Nobel Prize, I 

would have to think that I’d have about the same odds as standing on the moon. In fact, during the 

year I was born and for a few years after, there wasn’t anyone in the world who was considered good 

enough to win this Nobel Prize. So, I recognize that I am in very rare company, to say the least. 

（Ｃ）I was out on the road when I received this surprising news, and it took me more than a few 

minutes to properly process it. I began to think about William Shakespeare, the great literary figure. 

I would reckon he thought of himself as a dramatist. The thought that he was writing literature 

couldn’t have entered his head. His words were written （   ②   ） the stage. Meant to be 

spoken not read. When he was writing Hamlet, I’m sure he was thinking about a lot of different 

things: “Who’re the right actors for these roles?” “How should this be staged?” “Do I really want to 

set this in Denmark?” His creative vision and ambitions were no doubt at the forefront of his mind, 

but there were also more mundane matters to consider and deal with. “Is the financing in place?” 

“Are there enough good seats for my patrons?” “Where am I going to get a human skull?” I would 

bet that the farthest thing from Shakespeare’s mind was the question “Is this literature?” 

   

 出典＝Bob Dylan’s speech at the Novel Banquet in the Stockholm City Hall on 10 December 2016, 

was given by the United States Ambassador to Sweden Azita Raji. 

 

 

設問 1 下線部Ａについて、日本語訳に合うように英単語を並び替えて適切な文に直しなさい。 

 

  （Ａ） Being ( have / is / awarded / seen / I / Literature / the Nobel Prize / could / 

 something / or / never / imagined / for ) coming. 
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設問 2 （Ｂ）、（Ｃ）をそれぞれ日本語に直しなさい。 

設問 3 ①、②にあてはまる前置詞をア～エから選びなさい。 

① ア．in イ．of ウ．on エ．with 

② ア．at イ．for ウ．in エ．over 

 

設問 4 本文の内容と合わないものをア～オから選びなさい。 

ア．ボブ・ディランは幼い頃からキップリングをはじめとする文学の巨匠の作品に触れてきた。 

イ．文学の巨匠たちは、自ら「ノーベル賞を受賞したい」とは思っていなかった。 

ウ．ボブ・ディランはノーベル賞の授賞式に参加しなかった。 

エ．受賞の知らせを聞いたあと、ボブ・ディランの頭に浮かんだ人物はシェイクスピアだった。 

オ．シェイクスピアは独創的な構想や野心を持つ一方で、世俗的な問題も抱えていたに違いな

い、とボブは語った。 

 

 

問 13 ①～⑤にあてはまる単語をア～エから選びなさい。 

 

１．The company president says he will continue to （  ①  ） an eye on things after his 

mandate is over.  

ア．keep イ．watch ウ．take エ．observe 

 

２．You got to fill （  ②  ）a form first. And then you wait in the line. 

ア．with イ．out ウ．up エ．off 

 

３．Mr.Tanaka ordered a hamburger for lunch. The store staff asked him “For here or to 

（  ③  ）?”. 

ア．take イ．have ウ．bring エ．go 

 

４．John asked Mary “You wanna have sushi today ?” She answered “It （  ④  ）good to 

me !”. 

ア．sounds イ．makes ウ．plans エ．hears 
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５．The alliance between the United States and Japan stands as the （  ⑤  ）of peace and 

stability in the Asia Pacific.  

ア．obstruction イ．masterpiece ウ．cornerstone エ．infrastructure 

 

 

問 14 次の１～５は、昨年オバマ前大統領が広島市で行った演説からそれぞれ抜粋したもの

である。①～⑤にあてはまる語をア～エから選びなさい。 

１．Seventy-one years ago, on a bright cloudless morning, death fell from the sky and the world 

was changed. A flash of light and a wall of fire destroyed a city and demonstrated that 

（  ①  ） possessed the means to destroy itself.  

ア．U.S.forces イ．imperial Japan ウ．mankind エ．scientists 

 

２．Technological progress （  ②  ） an equivalent progress in human institutions can doom 

us. The scientific revolution that led to the splitting of an atom requires a moral revolution as 

well.  

ア．which イ．without ウ．with エ．in 

 

３．Among those nations like my own that hold nuclear stockpiles, we must have the courage to 

escape the logic of （  ③  ） and pursue a world without them.  

ア．fear イ．disarmament ウ．future エ．hope 

 

４．My own nation’s story began （  ④  ） simple words: “All men are created equal, and 

endowed by our Creator with certain unalienable rights, including life, liberty and the pursuit 

of happiness.”  

ア．from イ．to ウ．at エ．with 

 

５．That is a future we can choose, a future （  ⑤  ）Hiroshima and Nagasaki are known 

not as the dawn of atomic warfare, but as the start of our own moral awakening.  

ア．what イ．that ウ．when エ．in which 

 

 

出典＝Remarks by President Obama of the United States at Hiroshima Peace Memorial in Japan 


