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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． カンニン袋の緒が切れる ６． 一献傾ける 

２． 農水大臣をヒメンする ７． 相好を崩す 

３． 箱根の山は天下のケン ８． 字面 

４． 違法トバクに手を染める ９． 凡例 

５． コボンノウな父親 10 人身御供 

 

 

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． 捲土重来 ……………… 人生で困難に何度も直面し耐えがたいさま 

２． 曲学阿世 ……………… 音楽と学問は世直しのため、必ず役に立つ 

３． 臥薪嘗胆 ……………… 目的を達成するために苦労を重ねること 

４． 他山の石 ……………… 他人の所有物は無価値でも立派に見える 

 

   

問 ３ 次の１〜４は、２０１６年４月１日時点で日本に存在する市です。それぞれ下線部

の読みがなをひらがなで、属する都道府県名を漢字で書きなさい。  

  

[例] 名古屋市 ・・・ なごや、愛知県 

  

１．松阪市 ２．各務原市 

３．珠洲市 ４．八街市 
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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。 

 

今年４月に起きた熊本地震では、熊本県益城町で史上初めて２度の震度７を記録した。気象庁

は当初、１４日夜に発生したマグニチュード（Ｍ）６．５の地震を（  ①  ）、それ以降の地

震を（  ②  ）としたが、１６日未明にＭ７．３の地震が起きたため、こちらの地震を（①）

とした。また、（①）の発生した１６日午前には（  ③  ）で小規模な噴火が確認された。 

今回は建物の倒壊など直接の被害により死亡したケースだけではなく、避難所でのストレスな

どで体調を崩して亡くなる震災関連死も大きな問題となっている。中には震災後、車の中など狭

い場所で避難生活を送っていた人たちが、「（  ④  ）」症候群と呼ばれる疾患で搬送される事

態も相次いだ。 

 

設問 1  下線部の町名の読みがなを書きなさい。 

 

設問 2 ①～④にあてはまる語句を解答欄に合わせて書きなさい。なお、①～③は漢字で書きな

さい。 

 

設問 3 今回の地震に関係する断層をア～エから選びなさい。 

 

ア．阿寺断層 イ．布田川・日奈久断層  

ウ．神縄・国府津―松田断層 エ．濃尾断層 

 

設問 4 次の文章は④に関するものである。Ａ～Ｄに当てはまる語句をア～コから選びなさい。 

   

長時間足を動かさずにいると、足の（  Ａ  ）に血のかたまりができ、それが血流にのっ

て（  Ｂ  ）の血管を閉塞してしまうことにより、生命の危険を生じる可能性のある病気で

ある。 

 この病気は（  Ｃ  ）、妊娠中の人や出産直後の人、（  Ｄ  ）がある人に起こりやす

い。適度な水分を摂る、こまめに足を動かすことなどで予防することができる。 

 

ア． 動脈 イ． 深呼吸 ウ． 高齢者 エ． 肺 オ． 水分 

カ． 生活習慣病 キ． 心臓 ク． 静脈 ケ． 塩分 コ． 低血圧 
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問 ５ 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。 

   

 ５月下旬に伊勢志摩で行われたサミット（主要国首脳会議）は、日本が議長国を務めた６回目

のサミットで、過去に首脳会議を東京都で３回のほか、沖縄県、（  ①  ）で開いている。 

 ２０１４年以降はウクライナ情勢を受けた（  ②  ）の参加停止により、Ｇ８からＧ７サ

ミットとなっている。新興国が国際経済で担う役割が増す中、現在はＧ２０サミットも開かれて

いる。 

 

設問 1 ①、②にあてはまる都道府県名、国名をそれぞれ書きなさい。 

 

設問 2 Ｇ２０会合に参加していない国をア～エから選びなさい。 

 

ア．トルコ イ．スペイン  ウ．インドネシア  エ．サウジアラビア 

 

 

問 ６ 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。 

   

 今年１月、衆院の選挙制度改革を検討する有識者調査会は、（  ①  ）状態とされる「一票

の不平等」の是正や定数削減の具体案を盛り込んだ答申を大島理森議長に提出した。議員定数は

現行の（  ②  ）から１０削減する。このうち小選挙区は現行から「７増１３減」で６減、比

例代表は「１増５減」で４減とする。小選挙区間の「一票の格差」が２倍以上になった際は、現在

は１０年ごとの区割り見直しを（  ③  ）年とすることも提言した。また、都道府県への議

席配分は人口により比例しやすくなる「（  ④  ）」方式の採用を求めた。 

  

設問 1 ①～④に当てはまる語句を書きなさい。 

 

設問 2 「①状態」とされた２０１４年衆院選の最大格差をア～エから選びなさい。 

 

ア．２．１３倍 イ．２．８２倍  ウ．３．１８倍  エ．３．９４倍 

 

設問 3 「一票の不平等」是正の一環で、今年夏の参院選では人口の少ない選挙区を隣接する選

挙区と統合する「合区」が初めて導入される。島根県と鳥取県のほか、合区となる四

国地方の２県を漢字で書きなさい。 
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問 ７ 次の文章を読んで、①～④にあてはまる語句を書きなさい。 

 

今年１月に実施された台湾総統選で、（  ①  ）党の蔡英文主席が（  ②  ）党の朱

立倫主席に圧勝し、台湾初の女性総統となった。台湾では２０１４年に対中貿易自由化に反発し

た学生らが立法院を占拠した「（  ③  ）学生運動」が起きた。こうした対中意識の高まり

が蔡英文氏勝利の背景にはある。蔡英文氏は「一つの中国」を中台それぞれの立場で確認したと

される「（  ④  ）年合意」を認めておらず、中国は反発している。 

 

 

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 国会が憲法改正を発議するための要件はどれか。 

ア． 衆院、参院いずれも総議員の過半数以上が賛成 

イ． 衆院で総議員の３分の２以上、参院で総議員の過半数以上がそれぞれ賛成 

ウ． 衆院で総議員の過半数以上、参院で総議員の３分の２以上がそれぞれ賛成 

エ． 衆院、参院いずれも総議員の３分の２以上が賛成 

 

設問 2 民主党と維新の党が合流して発足した民進党の英語略称はどれか。  

ア．The Democratic Party  イ．Liberal Democratic Party of Japan 

ウ．Democratic Innovation Party エ．Democratic Progressive Party 

 

設問 3 日本で甚大な被害をもたらした地震と、発生時に対応した内閣総理大臣の関係で正しく

ない組み合わせはどれか。 

ア．日本海中部地震 － 中曽根康弘 イ．北海道南西沖地震 － 宮澤喜一  

ウ．阪神・淡路大震災 － 村山富市 エ．東日本大震災 － 野田佳彦 

 

設問 4 番組編集のルールを定めた放送法第４条の規定で誤っているものはどれか。 

ア． 公安および善良な風俗を害しないこと 

イ． 政治的に公平であること 

ウ． 報道は事実をまげないこと 

エ． 総務大臣は違反した放送局に最大３カ月間の運用停止を命じることができる 

 

 



２０１7 年度 中日新聞社 採用試験問題（常識・英語 8０分） 

（実施日：2016 年 6 月 26 日） 

 

5 

 

設問 5 航空法において、無許可でドローンを飛ばしてはいけない場所はどこか。 

ア． 山間の２０戸以上が入居する集合住宅がある地域にある自己所有の私有地 

イ． 空港等の周辺でない高さ１５０メートル以下の空域 

ウ． 空港等の周辺でない高さ１５０メートル以上の空域 

エ． 空港から２５キロメートル以上離れた場所 

 

設問 6 今年４月の電力自由化に続き、都市ガスの小売り全面自由化が始まるのはいつか。 

ア．２０１７年４月 イ．２０１８年４月 ウ．２０１９年４月 エ．２０２０年４月 

 

設問 7 日銀が今年２月に導入したマイナス金利には先例があるが、これまでに導入したことの

ない国・地域はどこか。 

ア．デンマーク イ．ユーロ圏 ウ．アメリカ エ．スイス 

 

設問 8 ２０２７年開業予定のリニア中央新幹線で、車両基地の建設予定地はどこか。 

ア．山梨県甲府市 イ．長野県飯田市 ウ．岐阜県中津川市 エ．愛知県名古屋市 

 

設問 9 「さくらリポート」と呼ばれる日銀が実施する経済調査の正式名称はどれか。 

ア．全国企業短期経済観測調査 イ．地域経済報告 

ウ．経済・物価情勢の展望 エ．月例経済報告 

 

設問 10 四大公害病ではない疾患はどれか。 

ア．四日市ぜんそく イ．新潟水俣病 ウ．川崎病 エ．イタイイタイ病 

 

設問 11 日本の領土において、東西南北の端である島として正しくない組み合わせはどれか。 

ア．東端－南鳥島 イ．西端－西表島    ウ．南端－沖ノ鳥島 エ．北端－択捉島 

 

設問 12 ２０１６年４月１日現在、日本が国連平和維持活動（ＰＫＯ）で自衛隊を派遣している

唯一の国はどこか。 

ア．南スーダン イ．ソマリア ウ．イラク エ．シリア 
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設問 13 国際ジャーナリスト組織「国境なき記者団」の２０１６年世界各国の報道自由度ランキ

ングで日本は１８０カ国・地域中で何位だったか。 

ア．１２位 イ．４２位 ウ．７２位 エ．１０２位 

 

設問 14 「世界で最も貧しい大統領」として知られるホセ・ムヒカ氏が今年４月来日した。同氏

はどの国の大統領だったか。 

ア．ウルグアイ イ．パラグアイ ウ．ボリビア エ．メキシコ 

 

設問 15 今年３月、半世紀ぶりに誕生したミャンマーの文民政権の大統領は誰か。  

ア．テイン・セイン イ．アウン・サン・スー・チー 

ウ．ティン・シュエ エ．ティン・チョー 

 

設問 16 アメリカ大統領選では共和党のトランプ候補の動向が注目されている。トランプ氏と同

じ共和党出身の大統領は誰か。 

ア．ジョン・Ｆ・ケネディ イ．ジミー・カーター  

ウ．ロナルド・レーガン エ．ビル・クリントン 

 

設問 17 戦後の上方落語の復興に尽力した「四天王」最後の１人で、今年１月に亡くなった落語

家は誰か。 

ア．三代目桂米朝 イ．五代目桂文枝  ウ．三代目桂春団治  エ．六代目笑福亭松鶴 

 

設問 18 世界トップクラスの囲碁棋士に勝利した囲碁ソフト「アルファ碁」を開発したディープ

マインド社は、どの企業の傘下にあるか。 

ア．マイクロソフト イ．グーグル ウ．フェイスブック エ．ＩＢＭ 

 

設問 19 指揮者の小澤征爾さんが最優秀オペラ録音部門でグラミー賞を受賞した。過去に同賞を

受賞したことのある日本人は誰か。 

ア．中村 紘子 イ. 坂本 龍一   ウ．渡辺 貞夫 エ．秋吉 敏子 

 

設問 20 今年、大名跡である「中村芝翫」を襲名する歌舞伎俳優は誰か。 

ア．中村 扇雀 イ. 中村 七之助   ウ．中村 福助 エ．中村 橋之助 
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設問 21 リオ五輪水泳女子日本代表に決まった、岐阜市出身の選手は誰か。 

ア．今井 月 イ．鈴木 聡美  ウ．池江 璃花子  エ．渡部 香生子 

 

設問 22 今シーズンの中日ドラゴンズに選手として登録されているのは誰か。 

ア．山本 昌 イ．和田 一浩  ウ．谷繁 元信  エ．岩瀬 仁紀 

 

設問 23 大相撲で横綱在位中に６００勝以上を挙げた力士は誰か。 

ア．朝青龍 イ．貴乃花  ウ．千代の富士  エ．輪島 

 

設問 24 日本のサンウルブスが参戦する「スーパーラグビー」にチームを出していない国はどこ

か。 

ア．南アフリカ イ．アルゼンチン ウ．トンガ  エ．ニュージーランド 

 

設問 25 ①～④にあてはまる語句の組み合わせで、正しいものはどれか。 

 今年、アメリカを中心とした研究チームが「二つのブラックホールが合体したときに放出され

た重力波の観測に成功した」と発表した。重力波は、時間と空間の歪みが波となって伝わる現象

だ。重い星のまわりでは時間や空間がゆがみ、その歪みが波となって伝わるという驚くべき現象

は、いまから百年前に（  ①  ）がつくりあげた（  ②  ）によって予言されていた。だ

が、あまりに弱い波なので、これまで観測に成功していなかった。 

日本でも来年度から重力波の観測を始める予定だが、東京大宇宙線研究所などが（  ③  ）

の山間にある鉱山跡に、重力波の観測装置（  ④  ）を建設して試運転を始めているが、ア

メリカチームに先を越された形となった。 

ア．①ニュートン  ②万有引力 ③茨城県  ④ＫＥＫＢ 

イ．①ウィッテン ②超弦理論 ③岐阜県 ④スーパーカミオカンデ 

ウ．①シュレディンガー ②量子力学 ③茨城県 ④ｊ－ＰＡＲＣ 

エ．①アインシュタイン ②一般相対性理論 ③岐阜県 ④ＫＡＧＲＡ 

 

設問 26 情報の単位を表すデータ量の大小を表すもののうち、正しいものはどれか。 

ア．１キロバイト ＜ １ギガバイト ＜ １メガバイト ＜ １ペタバイト ＜ １テラバイト 

イ．１メガバイト ＜ １ギガバイト ＜ １ペタバイト ＜ １テラバイト ＜ １キロバイト 

ウ．１キロバイト ＜ １メガバイト ＜ １ギガバイト ＜ １テラバイト ＜ １ペタバイト 

エ．１キロバイト ＜ １メガバイト ＜ １ギガバイト ＜ １ペタバイト ＜ １テラバイト 
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問 ９ 次の１～４のノーベル賞受賞者が「発見・解明した事柄」をＡ群のア～キ、その業

績が「科学技術や人々の暮らしにどう貢献するか」をＢ群のａ～ｇから選びなさい。 

＜受賞者＞ 

１．梶田 隆章 ２．利根川 進 ３．山中 伸弥 ４．益川 敏英 

＜Ａ群＞                  ＜Ｂ群＞ 

ア．ｉＰＳ細胞  ａ．免疫システムの理解 

イ．クロスカップリング反応  ｂ．新たな医薬品が合成可能に 

ウ．ＣＰ対称性の破れ  ｃ．省エネルギーの推進 

エ．ニュートリノ振動  ｄ．素粒子の質量問題を解決 

オ．青色発光ダイオード  ｅ．生物・医学に新たな研究手法 

カ．クラゲが光る仕組み  ｆ．反物質の謎に迫る手がかり 

キ．多様な抗体ができる原理  ｇ．再生医療に大きな可能性 

 

 

 

問 10 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。 

  ハンセン病患者の裁判が隔離先の療養所などに設けた「（  ①  ）」で開かれていた問題

で、（  ②  ）は、必要性を審査せずハンセン病という理由だけで設置を許可したのは裁判

所法違反であったと認め、「差別的取り扱いで患者の人格と尊厳を傷つけたことを深く反省し、

おわびする」と明記した調査報告書を公表した。 

  会見した（②）事務総長は、（①）の設置手続きについて「法の下の平等を保障した憲法

（  ③  ） 条に違反していたと疑われるが、具体的状況が分からず、違憲とは判断でき

なかった」と説明した。 

  また、元患者らが指摘していた憲法（  ④  ）条にかかわる、裁判の公開原則違反につ

いては、「傍聴は不可能ではなかった」と否定した。 

 

ア．９ イ．簡易裁判所 ウ．臨時法廷 エ．最高裁判所 

オ．国会 カ．１４ キ．８２ ク．特別法廷 

ケ．弾劾裁判所 コ．厚生労働省 サ．地方裁判所 シ．７８ 

 



２０１7 年度 中日新聞社 採用試験問題（常識・英語 8０分） 

（実施日：2016 年 6 月 26 日） 

 

9 

 

問 11 新規システム開発にあたって、初期投資額は４，８００万円、システム稼働後の効

果額はひと月当たり２５０万円、システム運用費はひと月当たり４０万円、年間のシ

ステム保守費は初期投資額の１５％の時、投資額を回収するために必要な期間は何年

か。ア～カから選びなさい。ただし、金利コストや減価償却などは考慮しないものと

する。 

 

ア．２．５年 イ．２．６年 ウ．２．７年 

エ．２．８年 オ．２．９年 カ．３．０年 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 右図のような道で、ＡからＢまで最短経路で行くこと 

を考えたとき、Ｃを通るものは何通りあるか求めなさい。 

 

 

 

  A

B

C・
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問 13 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。 

 

3 May 2016 – Flanked by cheering crowds, a 12-year-old Syrian refugee girl ran with the 

Olympic flame through Brasilia today, kicking off a relay across the host country ahead of the 

Olympic Games in August, the United Nations refugee agency announced.  

The Office of the ⒶUNHCR said that the Organizing Committee of the Rio 2016 Olympic 

Games selected Hanan Dacka, who has been living in Brazil for the past year, to participate in the 

first day of the torch relay on Brazilian soil.  

With the number of people displaced by conflict and （  ①  ） at its highest in the post-

World War II era, Hanan’s carrying of the Olympic Torch through Brasilia symbolizes （  ②  ） 

with refugees everywhere.  

After being lit on 21 April in the Greek city of Olympia, birthplace of the Games, the flame was 

carried by Syrian refugee Ibrahim al-Hussein through Eleonas camp, the ⓐAthens centre, housing 

some 1,500 asylum-seekers.  

The Brazilian leg will last nearly 90 days, concluding with the Games’ opening ceremony on 5 

August in the Maracana Stadium, where the Olympic pyre will be lit.  

“The most important thing in sport is to have fun and make （  ③  ）," said Hanan before 

taking up the flame. "By carrying the Olympic Torch, people from all over the world will know that 

refugees are real people, and that we can do positive things,” she added.  

She lives with her family in ⓑSão Paulo. Fully integrated in the local community, she goes to 

a school near her home, speaks （  ④  ）Portuguese and has many Brazilian friends.  

Hanan and her family used to live in the northern Syrian city of Idlib. When war broke out, 

they sought refuge in ⓒJordan, where they spent two and a half years in a refugee camp.  

According to UNHCR, the family decided to leave for Brazil under the country’s special 

humanitarian visa program. To date, around 8,000 of these special visas have been issued by the 

Brazilian authorities, including to Hanan and her family who were recognized as refugees and are 

now rebuilding their lives.  

The war in Syria, which entered its sixth year in March, has generated 4.8 million refugees in 

neighbouring countries and hundreds of thousands in Europe. Of the 8,700 refugees who have 

settled in Brazil, over 2,000 are from Syria. 

   

 出典＝”Syrian refugee begins Olympic torch relay in Brasilia”, United Nations News Centre 

 

設問 1 下線Ⓐは「国連難民高等弁務官事務所」と訳される。正式名称を解答欄に合わせて英語

で書きなさい。 



２０１7 年度 中日新聞社 採用試験問題（常識・英語 8０分） 

（実施日：2016 年 6 月 26 日） 

 

11 

 

設問 2 下線ⓐ～ⓒの都市名または国名をカタカナで書きなさい。 

 

設問 3 ①～④にあてはまる単語をア～エから選びなさい。 

① ア．persecution イ．compromise ウ．reputation エ．failure 

② ア．solitude イ．solution ウ．solidarity エ．sorority 

③ ア．friends イ．money ウ．believe エ．noises 

④ ア．reluctant イ．fluent ウ．illuminant エ．lucrative 

 

設問 4 二重下線部を日本語に直しなさい。 

 

 

設問 5 本文の内容と合わないものをア～オから選びなさい。 

ア．Hanan Dacka さんはブラジルに住む１２歳のシリア難民の少女である。 

イ．リオ五輪のブラジル国内での聖火リレーは約３カ月続く。 

ウ．シリア内戦勃発後、Dacka さん一家はシリアから直接ブラジルに移住した。 

エ．ブラジルはシリア難民受け入れのため特別な人道的ビザを発行してきた。 

オ．リオ五輪の聖火リレーでは Dacka さん以外にもシリア難民が走者を務めた。 

 

 

問 14 ①～⑤にあてはまる単語をア～エから選びなさい。 

 

１．Money is not the only answer, but it （  ①  ) a difference. 

ア．breaks イ．takes ウ．makes エ．adds 

 

２．As a matter of (  ②  ),Barack Obama is not a descendant of slaves. 

ア．fact イ．trust ウ．problem エ．suspect 

 

３．G7 foreign ministers (  ③  ) upon all states to continue efforts to reduce 

nuclear weapons. 

ア．spoke イ．shouted ウ．cried エ．called 
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４．Only 10% of Japanese think they are better (  ④  ) than 4 years ago. 

ア．out イ．on ウ．off エ．over 

 

５．Belgian Prime Minister Charles Michel vowed to (  ⑤  ) Brussels attackers to justice. 

ア．take イ．bring ウ．revenge エ．punish 

 

 

問 15 次の文章は、アメリカプロバスケットボール（ＮＢＡ）が、今年４月に引退したコー

ビー・ブライアント選手に向けて公表した手紙である。①～⑤にあてはまる単語をア～

コから選びなさい。 

Dear Kobe, 

Thank you. 

Thank you for your passion, commitment, and dedication to (  ①  ). 

Thank you for showing us that 24 is not just the (  ②  ) on your jersey, but the (②) of 

hours in a day you must devote to (①) to be the best. 

Thank you for giving and giving and giving. 

Thank you for pushing through even when your body was (  ③  ) “no,” but your mind 

and your heart kept saying “yes.” 

For the games that you refused to (  ④  ), and those that you always seemed destined 

to win. 

Thank you for your endless drive. 

For competing with ruthless ambition and playing with reverence and respect. 

For showing us that there’s no such thing as magic but only hard work. 

Thank you for making us smile, laugh, yell, cry, jump out of our seats, and chew on our jerseys. 

Thank you for playing the game the way it was meant to be played. 

Thank you for teaching us to believe in (  ⑤  ) even if nobody else does. 

For 20 years you gave our game all you had, and we are eternally grateful. 

Thank you for loving (①). 

Sincerely, 

 

出典：NBA ホームページ 

 

ア．basketball イ．court ウ．them エ．miss オ．uniform 

カ．ourselves キ．fan ク．screaming ケ．lose コ．number 


