（２０１３年８月２４日実施）

（Ｂ）以下の問【１】～【６７】に答えなさい。カッコ内から適切なものを１つ選びなさい。
【１】憲法改正手続きを定めた憲法９６条は、改憲発議について衆議院、参議院でそれぞれ総議員の（①
３分の１ ②２分の１ ③３分の２ ④４分の３）以上の賛成が必要だと定めている。

常 識 問 題（５０分
５０分）
【２】同盟国が武力攻撃を受けた場合、自国が直接攻撃を受けていなくても実力で阻止する権利を（①
集団安全保障 ②集団的自衛権 ③個別的自衛権 ④国連平和維持活動）という。
１．問題は６ページあります。確認してから始めてください。
２．（Ａ）は別紙解答用紙に記入してください。
３．（Ｂ）はマークシートに記入してください。

【３】２０１２年８月に成立した消費税増税法は、現行の税率５％を１４年４月に８％に引き上げた後
に、（①１５年４月 ②１５年１０月 ③１６年４月 ④１６年１０月）に１０％へ再度引き上げるこ
とを決めている。

（Ａ）
（１）次のカッコ内の部分を漢字に直しなさい（かい書ではっきり書くこと）。
①海女の（すもぐ）り
②発達した（せきらんうん）
③パンダの（ぎにんしん）
④「母さん助けて（さぎ）
」
⑤（らくいん）を押す
⑥交渉が（だけつ）する
⑦（はいせき）運動
⑧好奇心（おうせい）
⑨（きょうきん）を開いて語る
⑩（いっし）報いる
⑪相手を（ばとう）する
⑫（かんげき）を縫う
⑬金銭の（じゅじゅ）
⑭（てっとうてつび）
⑮（ごりむちゅう）

（２）次の下線部の漢字にふりがなをつけなさい。
②向日葵の花
①雲丹を採る
④太陽が燦燦と降りそそぐ
⑤黒田東彦日本銀行総裁
⑧畢生の大事業
⑦好事家
⑩熨斗を付ける
⑪細胞が壊死する
⑭朴訥とした青年
⑬折衝を行う

③蚊帳を吊る
⑥国土強靭化基本法案
⑨慧眼の持ち主
⑫甲冑
⑮一瞥する

【４】安倍首相がデフレ脱却を目指して打ち出した経済政策「アベノミクス」の「三本の矢」とは「大
胆な金融緩和」「機動的な財政出動」と（①「民間投資を喚起する成長戦略」 ②「公共事業を誘致す
る成長戦略」 ③「震災復興を加速する成長戦略」 ④「生活保護に依存する成長戦略」
）である。
【５】安倍首相は２００７年に内閣総辞職した後、昨年の衆院選を経て首相に返り咲いた。この間の歴
代首相は、福田康夫氏、麻生太郎氏、
（①小沢一郎氏 ②鳩山邦夫氏 ③鳩山由紀夫氏 ④岡田克也氏）
、
菅直人氏、野田佳彦氏の５人である。
【６】１９９５年の米兵による少女暴行事件を機に、日米両政府は９６年、沖縄県宜野湾市の市街地に
ある（①嘉手納基地 ②普天間飛行場 ③宜野湾訓練場 ④キャンプ・ハンセン）の返還で合意したが、
１８年たっても実現していない。
【７】７月２１日投開票の第２３回参院選で自民党は改選３４議席から、現行制度で過去最多となる（①
５５議席 ②６０議席 ③６５議席 ④７０議席）へ伸ばし、参院第１党に復帰した。改選４４議席の
民主党は結党以来、最低の１７議席に激減。
【８】１月に召集される通常国会の会期は国会法で（①５０日間 ②１００日間 ③１５０日間 ④２
００日間）と定められている。通常国会の会期延長は１回だけできる。
【９】日銀が４月に大規模な金融緩和を決めたのは、２年で（①１％
の物価上昇目標を達成しデフレから脱却するためだ。

②１・５％

③２％

④３％）

【１０】２０１３年度一般会計予算の歳入で税収は（①約３３兆円 ②約４３兆円 ③約５３兆円 ④
約６３兆円）と見込まれ、４年ぶりに新規国債発行額を上回った。
【１１】環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉に日本が７月に合流したことで、交渉参加国の国内総生産（Ｇ
ＤＰ）は合計すると世界の（①約２０％ ②約４０％ ③約６０％ ④約８０％）を占めることになる。
【１２】１９９７年４月に消費税の税率が３％から現行の５％に引き上げられた時の首相は、（①竹下
登氏 ②宮沢喜一氏 ③橋本龍太郎氏 ④小渕恵三氏）だった。
【１３】ソフトバンクが買収した米国の携帯電話会社は（①スプリント・ネクステル ②ベライゾン・
ワイヤレス ③ＡＴ＆Ｔ ④ディッシュ・ネットワーク）である。
【１４】日銀の正副総裁はことし３月に交代。総裁に黒田東彦氏が就任し、副総裁には学者出身の（①
伊藤隆敏氏 ②岩田一政氏 ③岩田規久男氏 ④武藤敏郎氏）と日銀出身の中曽宏氏が起用された。
【１５】三井造船との経営統合交渉を独断で進めたとして、６月に社長を解任した企業は（①川崎重工
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業

②日立造船 ③三菱重工業 ④ジャパンマリンユナイテッド）だ。

【１６】エジプトで今年７月に起きた軍のクーデターで政権の座を追われたモルシ前大統領の出身母体
のイスラム組織は（①ムスリム同胞団 ②アルカイダ ③ハマス ④ヒズボラ）である。
【１７】今年６月１４日のイラン大統領選で当選したロウハニ師は（①保守強硬派 ②保守穏健派 ③
改革派 ④急進派）である。
【１８】トルコ各地で今年５月末から６月に起きた大規模な反政府デモは首相の退陣を要求したが、こ
の首相は（①アタチュルク ②ギュル ③エルバカン ④エルドアン）である。
【１９】北朝鮮による３回目の核実験を受け、今年３月、北朝鮮への制裁を強化する決議を採択したの
は（①国際原子力機関 ②国連安全保障理事会 ③国連総会 ④核拡散防止条約再検討会議）である。
【２０】韓国の現在の与党は（①セヌリ党 ②民主党 ③統合進歩党 ④ハンナラ党）である。
【２１】１９７９～９０年に英首相を務め、強烈な反共産主義姿勢で東西冷戦終結の立役者とされる一
方、国内では大胆な規制緩和を進めた人物が今年４月死去した。その人物は（①ロナルド・レーガン ②
マーガレット・サッチャー ③アンゲラ・メルケル ④ミハイル・ゴルバチョフ）である。
【２２】「アジア最後のフロンティア」として経済成長が見込まれ、昨年から今年にかけて、安倍晋三
首相ら各国の首脳や経済人らの訪問が相次いでいるのは（①カンボジア ②ブルネイ ③ミャンマー
④ラオス）である。
【２３】台湾で２０１２年１月に再選された馬英九総統の出身政党は（①民主進歩党 ②台湾団結連盟
③国民党 ④親民党）である。
【２４】米国の機密文書を公開した内部告発サイト「ウィキリークス」の創設者アサンジ容疑者の亡命
受け入れを決め、昨年ロンドンにある大使館で保護したのは（①ニカラグア ②キューバ ③ベネズエ
ラ ④エクアドル）である。
【２５】日本国憲法の３原則は国民主権、基本的人権の尊重と（①象徴天皇制 ②立憲主義 ③平和主
義 ④罪刑法定主義）である。
【２６】昨年１２月に実施された衆院選の「１票の格差」をめぐり、選挙無効を求める訴訟が起こされ、
「違憲、無効」や「違憲状態」の判決が出た。７月の参院選についても「１票の格差」をめぐり提訴さ
れたが、国政選挙の効力に関する訴訟の一審は（①家裁 ②地裁 ③高裁 ④最高裁）である。
【２７】契約社員やパート・アルバイトなどの非正規労働者の総数は、総務省の調査で２０１２年、２
０４２万人となり初めて２０００万人を超えた。雇用者全体に占める割合では（①５分の１ ②４分の
１ ③３分の１ ④２分の１）以上になる。
【２８】赤ちゃんパンダの誕生が期待されている東京・上野動物園に初めて雄のカンカンと雌のランラ
ンが来たのは（①中華人民共和国建国の１９４９年 ②日中国交が正常化した１９７２年 ③資本主義
文化を否定し思想を統制した文化大革命が終結した１９７７年 ④香港の主権が英国から中国に返還
された１９９７年）で、中国が記念として日本に贈った。
【２９】環境省が２０１２年８月、日本では絶滅したと判断し、レッドリストの絶滅種に指定した生物
は（①ニホンオオカミ ②ニホンカワウソ ③ウナギ ④クニマス）である。
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【３０】２０１３年１月、全日空、日本航空が運航する最新鋭旅客機ボーイング７８７で（①油圧シス
テム ②空調システム ③バッテリーシステム ④エンジン）から発火や発煙するトラブルが相次いで
起き、日米の航空当局が運航停止を命じた。
【３１】東京電力福島第１原発事故の被災者と東京電力の賠償をめぐる交渉を仲介している国の機関は
（①原発被害仲介センター ②原子力損害賠償紛争解決センター ③原発事故復興相談機構 ④原発
被災者賠償相談機構）である。
【３２】政府の成長戦略に盛り込まれた薬のインターネット販売解禁で、解禁対象となっているのは（①
医療用医薬品 ②一般用医薬品 ③医薬部外品 ④動物用医薬品）である。
【３３】自宅を訪問して貴金属などを強引に安く買い取る「押し買い」の被害を防ぐため、規制策を盛
り込んだ（①特定商取引法 ②消費者基本法 ③悪徳商法規制法 ④出資法）の改正法が２０１３年２
月に施行された。
【３４】保育所に入所できない「待機児童」がことし４月１日時点でゼロになったと宣言した地方自治
体は（①横浜市 ②名古屋市 ③大阪市 ④福岡市）である。
【３５】厚生労働省の２０１２年人口動態統計によると、女性１人が生涯に産む子どもの推定人数を示
す合計特殊出生率は（①１・１１ ②１・４１ ③１・７１ ④２・０１）だった。
【３６】平均寿命の伸びによって公的年金財政が苦しくなるのを防ぐため、年金額の伸びを抑制する仕
組みは（①物価スライド ②賃金スライド ③人口スライド ④マクロ経済スライド）と呼ばれる。
【３７】７５歳以上の高齢者が加入する公的医療保険制度は（①前期高齢者医療制度 ②後期高齢者医
療制度 ③退職者医療制度 ④老人保健制度）である。
【３８】無年金になる人を減らすため２０１５年１０月から、公的年金を受け取るのに必要な加入期間
は現行の２５年から（①５年 ②１０年 ③１５年 ④２０年）に短縮される。
【３９】生活保護制度は日本国憲法（①２５条 ②５０条 ③７５条 ④１００条）の理念に基づき、
国が生活に困窮するすべての国民に最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目
的としている。
【４０】日本の人口が初めて「自然増」から「自然減」に転じたのは（①１９９５年 ②２０００年 ③
２００５年 ④２０１０年）である。
【４１】政令指定都市は２０１０年に相模原市、１２年に熊本市が加わり、全国で（①１０ ②１５ ③
２０ ④２５）になった。
【４２】すべての自治体が一定水準の行政サービスを提供できるようにするため、国が配分する地方財
源は（①地方交付税 ②国庫支出金 ③地方譲与税 ④財政調整基金）である。
【４３】パブリックコメントとは（①全員一致 ②論客 ③公約集 ④意見公募）のことである。
【４４】安倍政権は東日本大震災からの復興を加速するため民主党政権の復興予算枠を拡大、５年間で
（①２５００億円 ②２兆５０００億円 ③２５兆円 ④２５０兆円）とすることを決めた。
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【４５】東京電力福島第１原発事故により全住民が避難している福島県の（①広野町 ②田村市 ③川
俣町 ④双葉町）は６月、役場機能を埼玉県加須市から福島県いわき市に移した。
【４６】国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産委員会は６月、富士山を日本で１３件目の（①
危機遺産 ②自然遺産 ③文化遺産 ④宗教遺産）に登録することを決めた。
【４７】環境省は地球温暖化防止と節電のため、６月から９月末までを（①ノーネクタイ・ノージャケ
ット ②クールビズ ③スーパークールビズ ④省エネルック）の期間と位置付け、アロハシャツやポ
ロシャツといった軽装での勤務を提唱している。
【４８】４月に定期接種の対象になったワクチンに激しい痛みの副作用があることが問題となり、厚生
労働省は積極的に接種を呼び掛けることをやめる決定をした。このワクチンは（①風疹ワクチン ②イ
ンフルエンザワクチン ③子宮頸がんワクチン ④不活化ポリオワクチン）である。

学習 ④ボランティア活動）である。
【６０】サッカーの各大陸王者などが出場するコンフェデレーションズカップ決勝でブラジルが２０１
０年ワールドカップ（Ｗ杯）王者の（①アルゼンチン ②ポルトガル ③イタリア ④スペイン）に勝
って優勝した。
【６１】ことし開催された野球の第３回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本の成績
は（①優勝 ②準優勝 ③準決勝敗退 ④２次ラウンド敗退）だった。
【６２】大相撲の大砂嵐は（①イラン ②エジプト
題になった。

③イスラエル ④リビア）出身初の関取として話

【６３】自動車レース最高峰のＦ１に（①トヨタ ②日産 ③ホンダ ④三菱）が２０１５年に復帰す
る。

【４９】国は７月、体のさまざまな細胞に成長させられる人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）を世界で始
めて患者に応用する臨床研究を最終的に承認した。臨床研究の対象となる病気は（①脊髄損傷 ②加齢
黄斑変性 ③パーキンソン病 ④糖尿病）である。

【６４】冬季五輪の日本人の直近の金メダリストは（①浅田真央 ②加藤条治 ③荒川静香 ④里谷多
英）である。

【５０】政府は東京電力福島第１原発の廃炉完了時期を（①１０～２０年後
０～４０年後 ④４０～５０年後）と想定している。

【６５】２０２０年東京五輪が実現すれば、日本での五輪開催は冬の大会を含めて（①３
④６）度目となる。

②２０～３０年後 ③３

②４ ③５

【５１】東京電力福島第１原発事故後の法改正で、日本の原発の運転期間は原則４０年、例外として１
回だけ最長２０年延長できることになった。日本の原発５０基のうち、６月末現在で運転期間が３０年
を超えているのは（①３基 ②１０基 ③１７基 ④３０基）である。

【６６】６月のラグビー、テストマッチで日本は（①ウェールズ ②フランス ③イングランド ④イ
タリア）から、１９８９年５月のスコットランド戦以来となる欧州６カ国対抗出場チームを破る歴史的
勝利を挙げた。

【５２】宇宙飛行士の若田光一さんは１１月、ロシアの宇宙船ソユーズで国際宇宙ステーションに向か
い、ステーションに長期滞在する。その間に日本人として初めて（①ロボットアームを操作する ②船
外活動をする ③船長を務める ④月との間を往復する）予定である。

以

上

【５３】発行部数１００万部を突破した阿川佐和子さんの新書のタイトルは（①「観る力」 ②「話す
力」 ③「聞く力」 ④「学ぶ力」
）である。
【５４】東日本大震災の被災者が憩うことができる集会所「みんなの家」のプロジェクトを進め、今年
３月に建築界のノーベル賞ともいわれる米プリツカー賞を受賞した建築家は（①安藤忠雄 ②隈研吾
③丹下健三 ④伊東豊雄）さんである。
【５５】第１０回本屋大賞は百田尚樹さんの「海賊とよばれた男」が受賞したが、本屋大賞を受賞した
ことがない作家は（①東野圭吾 ②リリー・フランキー ③湊かなえ ④伊坂幸太郎）さんである。
【５６】今年５月、「そして父になる」で第６６回カンヌ国際映画祭の審査員賞を受賞したのは（①黒
沢清 ②三池崇史 ③河瀬直美 ④是枝裕和）監督である。
【５７】１９６２年に英国で結成され、昨年から結成５０周年世界ツアーを各地で成功させたロックバ
ンドは（①ローリング・ストーンズ ②ゴールデンボンバー ③ベンチャーズ ④ビートルズ）である。
【５８】老朽化のため再建され、今年４月に開場した東京都中央区の歌舞伎座が、現在の東銀座に最初
に開場したのは（①室町 ②江戸 ③明治 ④昭和）時代である。
【５９】２０１１年度から小学５、６年で必修化されたのは（①道徳 ②外国語活動（英語） ③総合
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（２０１３年８月２４日実施）
―辞書使用不可―
【２】次の英文は、６月７日に米カリフォルニア州サンノゼで行われたオバマ米大統領と記者団のやりとりの一部
です。文章を読んで、質問に答えなさい。

英

文 和 訳 （ ５０ 分 ）
Reporter: Mr. President, could you please react to the reports of secret government surveillance of
phones and Internet? And can you also assure Americans that the government -- your government

・問題は４ページあります。確認してから始めてください。

doesn't have some massive secret database of all their personal online information and activities?
【１】次の英文は、今年７月１１日の「世界人口デー」にあたり、国連の潘基文事務総長が出したメッセージです。

PRESIDENT OBAMA: Yes. When I came into this office, I made two commitments that are more

文章を読み、質問に答えなさい。

important than any commitment I made: Number one, to keep the American people safe; and
Secretary-General’s Message for 2013

number two, to uphold the Constitution. And that includes what I consider to be a constitutional right

As a staunch advocate of the education, health and rights of girls and an enduring believer in the

to privacy and an observance of civil liberties.

power of young women to transform our world, I welcome the focus of this year’s World Population
Now, the programs that have been discussed over the last couple days in the press are secret in the

Day on adolescent pregnancy.This sensitive topic demands global attention.

sense that they're classified. ①But they're not secret in the sense that when it comes to telephone
Far too many of the estimated 16 million teenage girls who give birth each year never had the

calls, every member of Congress has been briefed on this program. With respect to all these

opportunity to plan their pregnancy. Complications from pregnancy and childbirth can cause grave

programs, the relevant intelligence committees are fully briefed on these programs. These are

disabilities, such as obstetric fistula, and are the leading cause of death for these vulnerable young

programs that have been authorized by broad bipartisan majorities repeatedly since 2006.

women. Adolescent girls also face high levels of illness, injury and death due to unsafe abortion.
（中略）
①To address these problems, we must get girls into primary school and enable them to receive a
good education through their adolescence. When a young girl is educated, she is more likely to
marry later, delay childbearing until she is ready, have healthier children, and earn a higher income.
We must also provide all adolescents with age-appropriate, comprehensive education on sexuality.
This is especially important to empowering young women to decide when and if they wish to
become mothers. In addition, we must provide comprehensive sexual and reproductive health
services that cover family planning and the prevention and treatment of sexually transmitted
infections, including HIV. And we must guarantee the maternal health services that women need.
When we devote attention and resources to the education, health and wellbeing of adolescent girls,

When it comes to telephone calls, nobody is listening to your telephone calls. That’s not what this
program is about. As was indicated, ②what the intelligence community is doing is looking at phone
numbers and durations of calls. They are not looking at people's names, and they're not looking at
content. But by sifting through this so-called metadata, they may identify potential leads with respect
to folks who might engage in terrorism. If these folks -- if the intelligence community then actually
wants to listen to a phone call, they've got to go back to a federal judge, just like they would in a
criminal investigation.

（中略）

they will become an even greater force for positive change in society that will have an impact for
generations to come. On this World Population Day, let us pledge to support adolescent girls to

③But I think it's important to recognize that you can't have 100 percent security and also then have

realize their potential and contribute to our shared future.

100 percent privacy and zero inconvenience. We're going to have to make some choices as a
society. And what I can say is that in evaluating these programs, they make a difference in our
Ban Ki-moon

capacity to anticipate and prevent possible terrorist activity. And the fact that they’re under very
strict supervision by all three branches of government and that they do not involve listening to

（１）下線部①を訳しなさい。

people's phone calls, do not involve reading the emails of U.S. citizens or U.S. residents absent
（２）潘事務総長は、世界で１年間に妊娠、出産する１０代の少女の数は推定何人だと言っていますか。
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further action by a federal court that is entirely consistent with what we would do, for example, in a

To make matters even more difficult, not only are recently-implanted fetuses often too small to

criminal investigation -- I think on balance, we have established a process and a procedure that the

detect by ultrasound, attempting one on a 128 kg possibly-pregnant panda is no small deal. ③

American people should feel comfortable about.

“There are more demerits to attempting an ultrasound than the merits of checking whether she is

（１）下線部①で、オバマ大統領は、問題になっている情報収集がどういう点で「秘密ではない」と言っているの

checking for a fetus is not worth the disturbance to Shin Shin in her current state,” Mr. Iguchi said.

actually pregnant. Because we will need to shave off fur and attempt to move her, we decided that

か、簡潔に答えなさい。
（２）下線部②を訳しなさい。

（１）下線部①を訳しなさい。

（３）下線部③を訳しなさい。

（２）下線部②を訳しなさい。
（３）下線部③に関連し、ジャイアントパンダの妊娠を確かめる方法として、超音波の使用がそれほど
有用でない理由を少なくとも一つ挙げなさい。

【３】次の英文は、東京・上野動物園のジャイアントパンダ、シンシンに関する記事です。文章を読んで、質問に
答えなさい。
（了）

Japan Real Time - Wall Street Journal, June 27, 2013
①Much to the disappointment of giant panda watchers everywhere, Shin Shin, a resident of
Tokyo’s Ueno Zoo, is highly unlikely to be pregnant, officials say.
“Shin Shin’s behavior now strongly points to it being a false pregnancy,” zoo spokesman Takeshi
Iguchi told JRT.
Although it was confirmed that Shin Shin and her companion, RiRi, had mated in March, officials
reported on the 25th that Shin Shin had started to resume her normal activities. Spokesmen for the
zoo announced at a news conference earlier this week that they could not detect any of the telltale
signs for an imminent delivery.
Preparations for a possible pregnancy had begun after the panda began going through the same
process as in a pregnancy. After losing Shin Shin’s six-day old cub to pneumonia last year, the zoo
took every measure for the long-awaited baby. Shin Shin entered confinement and was removed
from public viewing on June 4 in anticipation for the birth. However, it was not to be.
②False pregnancies for pandas are not uncommon. At the Ueno Zoo alone, there have been three
documented cases in which pandas are strongly suspected to have gone through a false pregnancy.
Mr. Iguchi surmised that there had been more in the past that were simply undetected, because of
the lack of technology at the time to measure hormone levels. Mei Xiang at the U.S. National Zoo
kept people guessing for months with her multiple pseudo pregnancies.
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