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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． ウヤウヤしく挨拶をする  ６． 欠点を論う  

２． シジュホウショウを贈られる  ７． 業腹な仕打ち  

３． 味をトトノえる  ８． 古墳から勾玉が出土した  

４． 武装勢力にラチされる  ９． 極彩色 

５． シイタげられた民衆  10． 将棋の定跡 

 

 

問 ２ 次の文章には誤りが５カ所ある。例にならって誤りを直しなさい。 

２０１８年は明治維新から１５０年に当たる。内閣官房「明治１５０年」関連施策推進室のサ

イトによると、各地でイベントが実施されている。有指揮者による講演会やシンポジウム、展覧

会など盛りだくさん。大河ドラマは林麻里子さん原作の「西郷どん」が放送中だ。一方で違った

見方をする人も。都道府県名と県庁所在地名が異るのは明治維新の名残だという。一致しない道

県は北海道札幌市、愛知県名古屋市、石川県金沢市、鳥取県松江市など１８（埼玉県さいたま市

を含む）ある。一部例外はあるが、明治政府に賛同した潘には同一の名称が与えられたという。

いろいろな観点から歴史を返りみるいい機会かもしれない。  

 例 ）【誤】潘 →【正】藩  

 

 

問 ３ 次の①～⑤の原子力発電所の読み方と立地県、関係する場所の正しい組み合わせを

ア～エの中から一つ選びなさい。  

① 女川（原発） 

ア おんながわ（げんぱつ） 宮城県  牡鹿半島 

イ おんながわ（げんぱつ） 秋田県  男鹿半島 

ウ おながわ（げんぱつ）  秋田県  男鹿半島 

エ おながわ（げんぱつ）  宮城県  牡鹿半島 

② 志賀（原発） 

ア しが（げんぱつ）    長野県  志賀高原 

イ しが（げんぱつ）    石川県  能登半島 

ウ しか（げんぱつ）    石川県  能登半島 

エ しか（げんぱつ）    長野県  志賀高原 
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③ 大飯（原発） 

ア おおい（げんぱつ）   福島県  小良ヶ浜 

イ おおい（げんぱつ）   福井県  大島半島 

ウ おおいい（げんぱつ）  福井県  大島半島 

エ おおいい（げんぱつ）  福島県  小良ヶ浜 

④ 伊方（原発） 

ア いかた（げんぱつ）   愛媛県  佐田岬 

イ いかた（げんぱつ）   鹿児島県 佐多岬 

ウ いがた（げんぱつ）   鹿児島県 佐多岬 

エ いがた（げんぱつ）   愛媛県  佐田岬 

⑤ 川内（原発） 

ア せんない（げんぱつ）  鹿児島県 薩摩半島 

イ せんない（げんぱつ）  佐賀県  東松浦半島 

ウ せんだい（げんぱつ）  佐賀県  東松浦半島 

エ せんだい（げんぱつ）  鹿児島県 薩摩半島 

 

 

問 ４ 次のア～クの二十四節気を、春夏秋冬の四季に分類しなさい。 

ア．芒種 イ．穀雨 ウ．啓蟄 エ．小寒 

オ．処暑 カ．小雪 キ．小満 ク．白露 

 

 

問 ５ サイコロを 2つ同時に振ったとき、2回目に初めて１が１つだけ出る確率はどれか

答えなさい。 

ア．
125

1296
 イ．

5

6
 ウ．

35

36
 エ．

125

648
 オ．

125

324
  

 

 

問 ６ 右図のように半径 10cmの円錐の容器に半分の高さまで水を入れたら  

500ミリリットルであった。この容器の高さを求めなさい。 

円周率はπとする。 

ア．
120

7𝜋
 イ．

30

7𝜋
 ウ．

20

𝜋
 エ．

2

𝜋
 オ．

60

7𝜋
  

 



２０１９年度 中日新聞社 採用試験問題（常識・英語 8０分） 

（実施日：2018 年 5 月 27 日） 

 

3 

 

問 ７ 次の文章１～３を読んで、以下の設問に答えなさい。 

【 文章１ 】 政府は、成人年齢を２０歳から１８歳に引き下げ、女性が結婚できる年齢を１６

歳から引き上げて男女とも１８歳とする(  ①  )改正案と、関連法の改正案を閣議決定した。

成立すれば、(  ①  )が制定された(  ②  )時代以来続く「大人」の定義が変わる。成

人年齢引き下げは、２０２２年４月１日施行を目指す。 

 

設問 1 ①、②にあてはまる言葉はどれか。 

ア．憲法 イ．六法 ウ．刑法 エ．民法 

オ．江戸 カ．大正 キ．明治 ク．昭和 

 

設問 2 １８歳から認められるようになるものは以下のうちどれか。すべて答えなさい。 

ア．飲酒 イ．選挙権 ウ．ローン契約 エ．馬券・舟券の購入 

オ．喫煙 カ．猟銃の所持 キ．国籍の選択 ク．性別変更の申し立て 

 

 

【 文章２ 】 ２０１８年３月、中国の全国人民代表大会は国家主席の任期を（  ③  ）と

制限している憲法の規定撤廃を採択した。これにより、現在の（  ④  ）国家主席の長期独

裁が可能となる。国家主席の任期制は、「中国建国の父」と呼ばれる（  ⑤  ）に権力が集中

して国内を大混乱に陥れ、(  Ａ  )年に始まり、１０年にわたった文化大革命への反省から

導入された。これは改革・開放政策を指揮した（  ⑥  ）の意向とされ、以来、党最高指導部

による「集団指導体制」を続けてきた。今回の任期撤廃により、（  ④  ）氏への個人崇拝が

進むことも懸念される。 

 

設問 3 ③にあてはまる任期はどれか。 

ア．１期１０年 イ．２期８年 ウ．２期１０年 エ．３期６年 オ．３期９年 

 

設問 4 ④～⑥にあてはまる人名はどれか。それぞれ答えなさい。 

ア．毛沢東 イ．周恩来 ウ．鄧小平 エ．華国峰 オ．劉暁波 

カ．胡耀邦 キ．胡錦濤 ク．習近平 ケ．李克強 コ．薄熙来 

 

設問 5 文中の(  Ａ  )にあてはまる年号はどれか。 

ア．１８６６年 イ．１８７６年 ウ．１９６６年 エ．１９７６年 オ．１９８９年 
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【 文章３ 】 東京地検特捜部は、リニア中央新幹線工事をめぐり、大手ゼネコン４社が品川駅

と（  ⑦  ）の新駅建設工事で不正な受注調整をしたとして、（  ⑧  ）の疑いで、

（  ⑨  ）の元常務執行役員と、（  ⑩  ）の担当部長を逮捕した。一方、残る

（  ⑪  ）と（  ⑫  ）の２社については、（  ⑬  ）に不正を認める自主申告を

したとして、関係者の逮捕を見送った。 

 

設問 6 ⑦にあてはまる駅名はどれか。 

ア．東京 イ．新横浜 ウ．名古屋 エ．京都 オ．新大阪 

 

設問 7 ⑧にあてはまる容疑はどれか。 

ア．官製談合防止法違反 イ．独占禁止法違反 ウ．不正競争防止法違反 

エ．偽計業務妨害 オ．贈賄  

 

設問 8 ⑨～⑫にあてはまる企業名はどれか。それぞれ答えなさい。 

ア．大成建設 イ．ジェイアール東海建設 ウ．鹿島 

エ．竹中工務店 オ．戸田建設 カ．清水建設 

キ．安藤・間 ク．西松建設 ケ．大林組 

 

設問 9 ⑬にあてはまる機関はどれか。 

ア．公正取引委員会 イ．中部運輸局 ウ．証券取引等監視委員会 

エ．国家公安委員会 オ．会計検査院  

 

 

問 ８ 以下の設問について、正しいものを選びなさい。 

 

設問 1 昨年１０月に実施された衆院選で、公示前の３倍以上の議席を獲得し野党第一党になっ

た政党はどれか。  

ア．日本維新の会 イ．希望の党 ウ．立憲民主党 エ．共産党 

 

設問 2 平昌冬季五輪で韓国と北朝鮮の合同チームで出場した競技はどれか。 

ア．カーリング男子 イ．カーリング女子 

ウ．アイスホッケー男子 エ．アイスホッケー女子 



２０１９年度 中日新聞社 採用試験問題（常識・英語 8０分） 

（実施日：2018 年 5 月 27 日） 

 

5 

 

設問 3 昨年１１月、林芳正文部科学相は学校法人「加計学園」による獣医学部新設計画を認可

した。獣医学部の新設は何年ぶりか。  

ア．２２年ぶり イ．３２年ぶり ウ．４２年ぶり エ．５２年ぶり 

 

設問 4 半導体の集積度に関する次の文章について、①、②にあてはまる数字の正しい組み合わ

せはどれか。 

「ムーアの法則によると、半導体の集積度（性能）は１８カ月で２倍になる。この法則

をそのままあてはめると、１０年で集積度は約（ ① ）倍となり、２０年で約（ ② ）

倍となる」 

ア． ① 100    ②  1,000 イ． ① 100   ② 10,000 

ウ． ① 1,000   ②  2,000 エ． ① 1,000  ②  1,000,000 

 

設問 5 ２０１７年、将棋の羽生善治氏は「永世七冠」の称号を獲得した。「七冠」とは、「竜王・

名人・王位・王座・棋王・王将」と、もう一冠はどれか。  

ア．天元 イ．十段 ウ．棋聖 エ．本因坊 

 

設問 6 改憲論議で最も注目される憲法９条の「２項」について、現行の条文が定めていること

はどれか。 

ア．戦争放棄と戦力不保持 イ．戦争放棄と交戦権否認 

ウ．戦力不保持と自衛権否認 エ．戦力不保持と交戦権否認 

 

設問 7 今年３月、米西部アリゾナ州の公道で試験走行していた完全自動運転車が歩行者をはね

る死亡事故が起きた。どの会社の試験走行だったか。  

ア．グーグル イ．テスラ ウ．ウーバー・テクノロジーズ エ．アップル 

 

設問 8 千葉県市原市で発見された７７万～１２万年前の地層が、地球の歴史を示す代表的な地

層の候補に選ばれた。認定されれば、この期間は世界的にチバニアン（千葉時代）と呼

ばれることになる。この地層が候補となった理由として正しいものを２つ選べ。 

ア． 当時住んでいた原人の化石が発見されたため 

イ． 地球磁場の南北が逆転した痕跡が残っているため 

ウ． 当時の気候を示す微生物の化石が残っているため 

エ． 当時栄えた翼竜や魚竜の化石が残っているため 
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設問 9 今年の大相撲初場所で初優勝した栃ノ心の出身国はどこか。 

ア．ブルガリア イ．モンゴル ウ．エジプト エ．ジョージア 

 

設問 10 登記簿上の持ち主の居所や生死が分からない、いわゆる所有者不明の土地が増え続けて

いる。２０１６年に推計したその総面積は、どこに近い規模とみられるか。 

ア．愛知県 イ．沖縄本島 ウ．九州全県 エ．北海道 

 

設問 11 世界最多のイスラム教徒を抱える国はどこか。  

ア．インド イ．モロッコ ウ．エジプト エ．インドネシア 

 

設問 12 ３月下旬、米トランプ政権は安く輸入されている鉄鋼やアルミニウムが米国の安全保障

の脅威になっているとして、多くの国を対象に高い関税を課す輸入制限措置を発動した。

一方で、除外対象とした国のうちの１つはどこか。 

ア．中国 イ．インド ウ．日本 エ．韓国 

 

設問 13 有期雇用で働く人たちの「雇い止め」の不安を解消するため、４月から新ルールが本格

スタートした。繰り返し有期契約を更新して無期契約への転換を求めることができるの

は、通算して何年を超えた場合か。 

ア．３年 イ．５年 ウ．７年 エ．１０年 

 

設問 14 ２０１７年１０月、国連教育科学文化機関の「世界の記憶」に登録されたのは、次のう

ちどれか。 

ア． 藤原道長の自筆日記「御堂関白記」  

イ． 京都・東寺に伝わる国宝「東寺百合文書」 

ウ． 江戸時代の外交資料「朝鮮通信使に関する記録」 

エ． 第二次世界大戦中に「命のビザ」で多くのユダヤ難民を救った外交官、杉原千畝の資料

「杉原リスト」 

 

設問 15 ２０１８年１月に発表された第１５８回芥川賞の受賞作「おらおらでひとりいぐも」の

題名は、ある作家の作品の一節に由来している。その作家とはだれか。  

ア．太宰治 イ．志賀直哉 ウ．井上ひさし エ．宮沢賢治 
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設問 16 ２０１８年６月の住宅宿泊事業法施行に伴い全面解禁される「民泊」に関する以下の

説明のうち、間違っているものはどれか。  

ア． 民泊で貸し出しできる日数の上限は年間１８０日 

イ． 分譲マンションで民泊を行う場合は、所有者全員の承諾が必要 

ウ． 民泊を行うには都道府県に届け出なければならない 

エ． 営業禁止エリアは原則ない 

 

設問 17 性的少数派を指す言葉「ＬＧＢＴ」のうち、性的指向と関係がないのはどれか。 

ア．Ｌ イ．Ｇ ウ．Ｂ エ．Ｔ 

 

設問 18 昨年１１月、北朝鮮が新型の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を打ち上げた。その際、

飛距離を縮めるため高角度で放物線状に発射した軌道を何と言うか。 

ア．スカッド イ．ロフテッド ウ．ノドン エ．エスダン 

 

設問 19 ２０１７年にオープンした東京銀座の複合商業施設「ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ」の地下にあ

る芸能施設はどれか。 

ア．四季劇場 イ．観世能楽堂 ウ．宝塚小劇場 エ．吉本演芸場 

 

設問 20 コインチェック社の仮想通貨不正流出事件で、狙われた仮想通貨はどれか。 

ア．リップル イ．イーサリアム ウ．ビットコイン エ．ネム 

 

設問 21 小中学校での道徳教育についての文章のうち間違っているものはどれか。 

ア． 特別活動や学校行事と並ぶ扱いの現行通り、今後も評価はしない 

イ． 学校教育法の義務教育の目標には、愛国心教育が盛り込まれている 

ウ． 中学道徳で初の教科書検定があり、全３０冊が合格、すべてが「いじめ」を取り上げた 

エ． 正式教科化は小学校では１８年度から、中学校では１９年度から 

 

設問 22 今年の東京マラソンで、設楽悠太選手が更新した日本記録はどれか。  

ア．２時間２分５７秒 イ．２時間５分３０秒 

ウ．２時間６分１１秒 エ．２時間８分 ８秒 
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設問 23 学校法人「森友学園」への国有地売却に関する決裁文書の改ざん問題で、元財務省理財

局長の佐川宣寿氏が国会に証人喚問された。佐川氏の前の理財局長はだれか。 

ア．中原広  イ．武内良樹 ウ．今井尚哉 エ．迫田英典 

 

設問 24 「東京五輪音頭２０２０」の歌い手に抜擢されたのはだれか。 

ア．ゆず イ．星野源 ウ．竹原ピストル エ．コブクロ 

 

設問 25 今季、プロ野球中日ドラゴンズに入団した松坂大輔投手は米大リーグで２球団に所属し

た。２球団の組み合わせで正しいものはどれか。 

ア． シアトル・マリナーズとボストン・レッドソックス 

イ． シアトル・マリナーズとロサンゼルス・ドジャース 

ウ． ニューヨーク・メッツとボストン・レッドソックス 

エ． ニューヨーク・メッツとロサンゼルス・ドジャース 

 

設問 26 ２０１７年１１月、アパートから９人の切断遺体が見つかった事件が起きたのはどこ

か。 

ア．神奈川県座間市 イ．神奈川県綾瀬市 

ウ．神奈川県海老名市 エ．神奈川県相模原市 

 

設問 27 米国はイスラエルの首都をエルサレムと認め、大使館を移転する方針を決めた。現

在の在イスラエル米国大使館が置かれている都市はどこか。 

ア．ダッカ イ．カイロ ウ．テルアビブ エ．ダマスカス 

 

設問 28 第９０回米国アカデミー賞で作品賞、監督賞などを獲得した「シェイプ・オブ・ウォー

ター」の監督はだれか。  

ア．クリストファー・ノーラン イ．スティーブン・スピルバーグ 

ウ．ポール・トーマス・アンダーソン エ．ギレルモ・デル・トロ 

 

設問 29 今年３月、トランプ米大統領はティラーソン国務長官を解任した。後任に起用する

と発表したのは次のうちだれか。 

ア．ポンペオ イ．ハスペル ウ．バノン エ．ライス 
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設問 30 今年から日本のプロ野球でも審判の判定に異議がある場合、監督が映像によるリプレ

ー検証を求めることができるようになった。その制度の名称はどれか。 

ア．リクエスト イ．チャレンジ ウ．タイブレーク エ．ビデオ判定 

 

設問 31 麻原彰晃元代表らオウム真理教信者らが起訴された事件ではないのはどれか。 

ア． 地下鉄サリン事件 

イ． 世田谷一家殺害事件 

ウ． 東京都庁小包爆弾事件 

エ． 東京・目黒公証役場事務長監禁致死事件 

 

設問 32 ２０１８年３月のロシア大統領選で現職のプーチン大統領が勝利した。任期は２０２４

年５月までだが、ロシア革命以降の旧ソ連時代も含めて、プーチン氏よりも長く君臨し

た同国の指導者はだれか。  

ア．ブレジネフ イ． フルシチョフ ウ．ゴルバチョフ  エ． スターリン 

 

設問 33 ２０１７年秋、大規模な太陽フレアという現象が発生した。それについて正しい記述

はどれか。すべて選びなさい。 

ア． 太陽の黒点群の領域で生じる爆発現象であり、強い紫外線や X線などが放射される 

イ． 太陽フレアとオーロラが活発になる現象とは、直接の関係はない 

ウ． 太陽フレアにより、人工衛星の障害や GPS の誤差増大、送電線への影響などが生じる

恐れがある 

エ． 太陽フレアにより、周囲の重力環境が変化し、地球の公転周期が大きく変化する可能

性がある 

 

設問 34 ２０１７年１０月１日、スペインの自治州で独立の是非を問う住民投票が実施され、

投票を認めない中央政府との対立が深刻化した。この自治州はどこか。  

ア．アンダルシア イ．バスク ウ．マドリード エ．カタルーニャ 

 

設問 35 中日新聞・東京新聞の「平和の俳句」の選者で、２０１８年２月に死去した現代俳句の

第一人者はだれか。 

ア．中村草田男 イ．山口誓子 ウ．水原秋桜子 エ．金子兜太 
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設問 36 オリンピックの象徴でもある五輪旗は白地に青、黄、黒、緑、赤の五色で表されている

が、現在のパラリンピックのシンボルマークは三色で構成されている。五輪旗にあり、

パラリンピック旗にない色はどれか。 

ア．青 イ．赤 ウ．緑 エ．黄 

 

設問 37 タックスヘイブン（租税回避地）を舞台にした世界の政治家や企業関係者らの税逃れ

疑惑などを暴く証拠となった書類「パナマ文書」に続く第二弾の文書名はどれか。  

ア．パラダイス イ．ユートピア ウ．アップル エ．バージン 

 

設問 38 ２０１７年秋、歴史教員４００人でつくる「高大連携歴史教育研究会」が高校歴史教科

書の本文で学ぶ用語を半減させるべきだとの提言案をまとめ、話題となった。次のうち

削減対象に含まれた人物はだれか。 

ア．西郷隆盛 イ．徳川慶喜 ウ．坂本龍馬 エ．勝海舟 

 

設問 39 今年３月、最高裁は片方の親が無断で子を他国へ連れ去った場合、国際ルールに基づく

返還命令を拒否するのは「不当な拘束で違法」という初判断を示した。その国際ルール

はどれか。 

ア．ジュネーブ条約 イ．ハーグ条約 ウ．ワシントン条約 エ．パリ条約 

 

設問 40 東京・上野動物園で２０１７年６月に生まれたジャイアントパンダの赤ちゃんの名前は

どれか。 

ア．香香 イ．陵陵 ウ．真真 エ．蘭蘭 

 

設問 41 国が示す「過労死ライン」となる時間外労働数はどれか。  

ア．月１２０時間超 イ．月８０時間超 ウ．月６０時間超 エ．月４０時間超 

 

設問 42 昨年１１月、安倍晋三首相とトランプ米大統領が日米首脳会談を開いて打ち出した日米

共通の外交戦略はどれか。 

ア．世界の中の日米同盟 イ．自由と繁栄の孤 

ウ．自由で開かれたインド太平洋 エ．全方位平和外交 
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設問 43 第一生命が行う「大人になったらなりたいもの」調査で２０１７年、男の子のなりたい

もの１位に１５年ぶりに返り咲いた職業は何か。 

ア．医者・歯医者 イ．野球選手 ウ．政治家 エ．学者・博士 

 

設問 44 インターネット上の検索エンジンで特定のキーワードを検索した結果リストにおいて、

その上位に表示されるようにウェブサイトの構成や内容を調整する手法はどれか。 

ア．ＬＰＯ イ．ＳＳＬ ウ．ＳＥＯ エ．ＰＯＰ 

 

設問 45 憲法のある条文は、内閣の助言と承認によって天皇が行う国事行為として衆院解散を定

めている。多くの首相がこれを衆院解散の根拠としてきたが、「解釈の乱用」との疑義

もある。この条文はどれか。 

ア．７条 イ．１３条 ウ．５３条 エ．６９条 

 

設問 46 大相撲の横綱に関する問題や昇進などについて進言する日本相撲協会の諮問機関を何

というか。 

ア．横綱昇進委員会 イ．横綱審議委員会 

ウ．横綱評議委員会 エ．横綱討議委員会 

 

設問 47 今年１月３１日夜の皆既月食を、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は何と呼んだか。 

ア．スーパー・イエロー・ブラッド・ムーン 

イ．スーパー・ブラック・ブラッド・ムーン 

ウ．スーパー・ブルー・ブラッド・ムーン 

エ．スーパー・ブロンズ・ブラッド・ムーン 

 

設問 48 今年１００回目の大会を迎える全国高校野球選手権で最多優勝を誇る高校はどこか。 

ア．中京大中京 イ．ＰＬ学園 ウ．広島商業 エ．大阪桐蔭 

 

設問 49 ２０１７年１０月の衆院選で、民進党は合流を決断した希望の党が大敗したことをう

け、わずか２ヶ月で代表が辞任することとなった。後任の代表として選出されたのは

だれか。 

ア．枝野幸男 イ．蓮舫 ウ．大塚耕平 エ．前原誠司 
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設問 50 政治家や大企業のトップらが摘発された事件で、古い順に正しく並んでいるのは

どれか。  

ア．ロッキード事件 → リクルート事件 → イトマン事件 → ゼネコン汚職事件 

イ．ロッキード事件 → リクルート事件 → ゼネコン汚職事件 → イトマン事件 

ウ．ロッキード事件 → イトマン事件 → リクルート事件 → ゼネコン汚職事件 

エ．ロッキード事件 → イトマン事件 → ゼネコン汚職事件 → リクルート事件 

 

設問 51 米国の映画賞「第７５回ゴールデン・グローブ賞」授賞式で俳優らが黒い衣装を着た

り、「第９０回アカデミー賞」授賞式で受賞者らが「タイムズ・アップ（終わりにしよ

う）」のバッジを付けたりしたのはなぜか。 

ア．セクハラへの抗議のため イ．人種差別への抗議のため 

ウ．トランプ米大統領の強権に抗議のため エ．海賊版への抗議のため 

 

設問 52 一般的なエアコンの仕組みについて、正しいものはどれか。   

ア．エアコン室外機の役割は、燃焼により生じた一酸化炭素や二酸化炭素の排出である 

イ．冷房の際、エアコン室内機は内部に貯蔵した冷たい圧縮空気を放出する 

ウ．冷房より暖房の方が電気代がかかる理由は、冬の方が室内と戸外との温度差が小さい

ためだ 

エ．冷房、暖房とも、冷媒を用いた熱交換により、室内の温度調整が行われる 

 

 

  



２０１９年度 中日新聞社 採用試験問題（常識・英語 8０分） 

（実施日：2018 年 5 月 27 日） 

 

13 

 

問 ９ 次の文章を読んで、設問１～６に答えなさい。 

I remember vividly the large face of a foreigner, a Western man, illustrated in rich colours, dominating the 

whole page of my book. Behind this looming face, to one side, was smoke and dust from an explosion. On 

the (  A  ) side, rising from the explosion, white birds climbing to the sky. I was five years old, lying on 

my front on a traditional Japanese tatami floor. Perhaps this moment left an impression because my 

mother's voice, somewhere behind me, was filled with a special emotion as she told the story about a man 

who'd ○Ｄ  invented dynamite, then concerned about its applications, had created the Nobel Sho - I first 

heard of it by its Japanese name. The Nobel Sho, she said, was to promote heiwa - meaning peace or 

harmony. This was just fourteen years after our city, Nagasaki, had been devastated by the (  B  ) bomb, 

and young as I was, I knew heiwa was something important; that without it fearful things might invade my 

world. 

The Nobel Prize, like many great ideas, is a simple one - something a child can grasp - and that is perhaps 

why it continues to have such a powerful hold on the world's imagination.The pride ○Ｅ 自分の国の誰か

がノーベル賞を取った時に感じる誇りは、自分たちの選手が五輪のメダルを得た場面を見る時に

感じるものとは異なる。 We don't feel the pride of our tribe demonstrating superiority over other tribes. 

(  C  ), it's the pride that comes from knowing that one of us has made a significant contribution to our 

common human endeavour. The emotion aroused is a larger one, a ○Ｆ unifying one.  

We live today in a time of growing tribal enmities, of communities fracturing into bitterly opposed groups. 

Like literature, my own field, the Nobel Prize is an idea that, in times like these, helps us to think beyond 

our dividing walls, ○G 人類として共に取り組むべきものは何かを思い起こさせてくれる。 It's the 

sort of idea mothers will tell their small children, as they always have, all around the world, to inspire them 

and to give themselves hope. Am I happy to receive this honour? Yes, I am. I am happy to receive the 

Nobel Sho, as I instinctively called it when, minutes after receiving my astounding news I telephoned my 

mother, now 91 years old. I （ H ）grasped its meaning back then in Nagasaki, and I believe I do so now. I 

stand here awed that I've been allowed to become part of its story. Thank you. 

出典＝Kazuo Ishiguro’s speech at the Nobel Banquet, 10 December 2017 

設問 1 (  A  ), (  B  ),(  C  )に当てはまる語句を①～④から選びなさい。 

Ａ. ① second      ② both     ③ other     ④ West 

Ｂ. ① chemical    ② atomic    ③ silent      ④ poisonous 

Ｃ. ① Rather      ② In short   ③ Besides    ④ While 
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設問 2 下線部○Ｄ，○Ｆの単語に最も意味が近いものを①～④から選びなさい。 

Ｄ.   ① destroyed     ② applied       ③ customized    ④ created 

Ｆ.  ① harmonious    ②  segregated    ③ tribal         ④ conservative   

 

設問 3 下線部○Ｅについて、日本語訳に合うように文節を並べ替え２番目と４番目の番号を答え

なさい。 

The pride （①is different from the one we feel ／ ②winning an Olympic medal ／  

③wins a Nobel Prize ／ ④someone from our nation ／ ⑤witnessing one of our athletes／ 

⑥we feel when ）. 

 

設問 4 下線部○G について、日本語訳に合うように語句を並べ替えて５番目と９番目の番号を答

えなさい。 

   （①that ／ ②must ／ ③for ／ ④as ／ ⑤reminds ／ ⑥struggle ／ ⑦of

⑧human beings ／ ⑨together ／ ⑩we ／ ⑪us  ／ ⑫what ）. 

 

設問 5 （ H ）に当てはまるものを、以下の中から選びなさい。 

ア．never イ．considerably ウ．clearly エ．more or less 

 

設問 6 カズオ・イシグロ氏は２０１８年、何歳になるか文章を読んで正答を選びなさい。 

ア．５９歳 イ．６４歳 ウ．６８歳 エ．７２歳 

 

 

問 10 ①～⑤にあてはまる単語をア～エから選びなさい。 

１．National Security Adviser Gen. H.R. McMaster  is expected to (  ①  ) down from his position． 

ア．step イ．go ウ．come エ．leave 

 

２．The news of the actor’s death (  ②  ) viral. 

ア．came イ．went ウ．took エ．got 

 

３．The teacher tried in (  ③  ) to dissuade the student from smoking. 

ア．void イ．vain ウ．valid エ．voice 
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４．"We will have a party on this coming Sunday. Why don't you join us?"  "I am sorry, I have other 

(  ④  ) to fry on that day. " 

ア．bird イ．things ウ．fish エ．appointment 

 

５．I hope he will get ( ⑤ ) a difficult period of his life. 

ア．through イ．back ウ．well エ．off 

 

 

問 11 次の１～５は、昨年１１月トランプ米大統領が来日した際、米軍横田基地で行った演

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．On （ ① ）of the United States of America, I send the warmest wishes of the American 

people to the citizens of this remarkable country. 

ア．head イ．behalf ウ. gratitude エ．representative 

 

２．Today, nations that once waged war now stand together as friends and partners in （ ② ）

of a much better world. 

ア．pursuit イ．reform ウ．corner エ．history 

 

３．As Americans celebrate Veterans Day this month, we honor all who have sacrificed to make 

peace and stability possible. We（ ③ ）tribute to every proud American who has worn 

the uniform and served our country. 

ア．have イ．pay ウ．send エ．commemorate 

 

４．This future is only within our grasp because of you. You（ ④ ）it possible for peace-

loving nations to thrive and for peace-loving people to prosper.  

ア．take イ．change ウ．transfer エ．make 

 

５．We are eternally grateful for your service and for your sacrifice. And we are forever in your

（ ⑤ ）.  

ア．borrowing イ．responsibility ウ．debt エ．soul 

 

出典＝Remarks by President Trump to Servicemembers at Yokota Air Base  

Issued on: November 5, 2017 


