【１】次の漢字の読みをひらがなで解答欄に書きなさい。
問題

解答欄

１）繕う

１）

２）慮る

２）

３）怒涛

３）

４）黎明

４）

５）鉄槌

５）

６）功徳

６）

７）放蕩

７）

８）啓蟄

８）

９）末裔

９）

10）忖度

10）

【２】波線部を漢字に直し、解答欄に書きなさい。
問題

解答欄

１）カンパツを入れず攻め込む

１）

２）前代ミモンの不祥事

２）

３）センザイ一隅のチャンス

３）

４）事態ダカイを目指す

４）

５）交通ジュウタイの解消を図る

５）

６）ものマネが得意だ

６）

７）ドロボウを捕まえる

７）

８）悲しくてゴウキュウした

８）

９）フシンな車が目撃された

９）

10）ショドウ捜査にミスがあった

10）

【３】次のことわざや言葉の意味の正しい組み合わせを①～④から選びなさい。
情けは人のためならず
Ａ 他人に情けをかけることはかえって相手のためにならない
Ｂ 他人に情けをかけることはやがて自分に返ってくる
流れに棹差す
Ａ 物事を順調に進めること
Ｂ 時流に逆らうこと
役不足
Ａ 与えられた仕事が自分の力量を超えている
Ｂ 与えられた仕事が自分の力量と比べて物足りない
①Ａ-Ａ-Ａ

②Ａ-Ｂ-Ａ

③Ａ-Ｂ-Ｂ

④Ｂ-Ａ-Ａ

⑤Ｂ-Ａ-Ｂ ⑥Ｂ-Ｂ-Ｂ
解答欄

【４】次の下線部の表現は敬語の使い方として適切でしょうか。適切なら①、
適切でない場合は②～④から適当なものを選びなさい。
よろしければ私の家に遊びに参りませんか。
①適切 ②参られ

③いらっしゃい

④おいでになられ
解答欄

【５】次の下線部の用法が正しければ○、誤っていれば×を付けなさい。
①果たしてあなたの言った通りでした
解答欄
②ここで頑張って汚名を挽回したい
解答欄
③彼は怒りのあまり憮然とした表情を見せた
解答欄
④この箱は逆さにしていいので「天地無用」と書いておいて
解答欄
⑤彼とは長年疎遠で、訪ねるのは敷居が高い
解答欄

【７】東京電力福島第１原発事故による国の避難指示解除について説明した次
の文章のうち、空欄 A～D に適切な語句を①～④から選びなさい。
福島第１原発事故に伴う福島県内の避難指示が今春、浪江町・川俣町・飯館村・
富岡町で帰還困難区域を除いて解除された。事故後、県内で最大（Ａ ①８町村・
５万人 ②９町村・６万人 ③10 町村・７万人 ④11 町村・８万人）が避難対
象とされたが、７割が居住可能となった。ただ、実際の帰還者は少数にとどまる
とみられ、地域再生が課題となっている。
第１原発が立地する（Ｂ ①大熊町・川内村 ②大熊町・双葉町 ③双葉町・
楢葉町 ④楢葉町・川内村）の全域と帰還困難区域は避難指示が継続され、約２
万４０００人が今後も避難を余儀なくされる。政府は区域内に復興拠点を設け、
５年後をめどに避難指示の一部解除を目指す。
一方、自主避難者への（Ｃ ①生活再建支援金 ②賠償金 ③住宅の無償提供
④子ども手当）は３月末で打ち切られ、対象者からは戸惑いの声が上がっている。
自主避難者を巡っては４月、当時の（Ｄ ①平野達男 ②高木毅 ③今村雅弘
④吉野正芳）復興相が「自己責任」などと発言。その後も失言が相次ぎ辞任に追
い込まれた。

解答欄 A

B

C

D

【８】憲法改正に必要な手続きとして正しいものを①～④から選びなさい。
①改正案の提案を受け、衆参両院で総議員の３分の２以上の賛成が必要となる。
②国民投票の対象は満２０歳以上の全国民となる。
③国民投票で３分の２の賛成が必要となる。
④内閣総理大臣が国民の名で公布する。

解答欄

【９】国の働き方改革で、事実上は青天井だった残業時間は月間上限何時間に変
更される方針になりましたか。①～④から選びなさい。
①６０時間未満
②８０時間未満
③１００時間未満
④１２０時間未満
解答欄

【１０】国の原子力規制委員会の新規性基準で適合したと認められ、既に再稼働
した原発を①～④から選びなさい。
①東京電力柏崎刈羽原発６、７号機
②九州電力川内原発１、２号機
③中部電力浜岡３、４号機
④東北電力女川２号機
解答欄

【１１】政府が導入を推進するカジノなど統合型リゾート（IR）を巡る議論で、
誤った記述を①～④から選びなさい。
①カジノやホテル、商業型施設の整備や運営は国が担う
②自治体の収入増や地域経済活性化を期待し複数の地域が誘致を検討している
③ギャンブル依存症の助長や暴力団の介入などの課題が指摘されている
④厚生労働省の推計で、諸外国の水準を上回る成人の５％がギャンブル依存症
の疑いがある

解答欄

【１２】米国のトランプ大統領が掲げる政策として誤っているものを①～④か
ら選びなさい。
①中間層への増税
②移民の入国制限
③国防費の大幅増額
④保護貿易
解答欄

【１３】次の空欄に入る語句の組み合わせで正しいものを①～④の中から選び
なさい
2016 年のイギリスの EU 離脱の是非を問う国民投票は、離脱派が残留派を上
回り離脱が決定した。イギリスの経済力は世界第５位、ＥＵでは（Ａ イ）フラ
ンス ロ）イタリア ハ）ドイツ）に次いで２位で、世界に衝撃を与えた。残留
を訴えたキャメロン首相は辞任、保守党のテリーザ・メイ氏がイギリス史上（Ｂ
イ）初 ロ）２人目 ハ）３人目）の女性首相に就任した。メイ首相はＥＵとの
離脱交渉で、人、モノ、サービス、資本の（Ｃ イ）統一 ロ）移動の自由 ハ）
移動の制限）を原則とするＥＵ単一市場からの脱退を表明した。
①イ－イ－ハ

②ハ－ロ－ロ

③イ－ロ－ロ

④ロ－ハ－イ
解答欄

【１４】次の空欄に当てはまる語句を①～④から選びなさい。
日本の国内総生産に占める割合が最も大きいのは（
①設備投資

②公共投資

③個人消費

）だ

④住宅投資
解答欄

【３３】次の英文は東日本大震災で自宅で津波に襲われた被災者の体験談であ
る。読んで問いに答えなさい。
When I came out of the front door, the water was almost at my feet. I
thought there was no way I could run, so I went back inside and was looking
outside through the staircase window. The tearing sounds of my neighbors’
homes breaking apart reverberated in my ears. The front door of my own
house was broken now and water was rushing in, leaving me no choice but
to be driven upstairs, where there was nothing I could do.
The spectacle outside was visible throughout. My next-door neighbor’s
house collapsed; then it was washed away, and came colliding right into our
house. Then another house that was being washed away from a different
direction collided into ours also, forcing it to tilt steeply with a big wump,
and now our house, too, started to be washed away.
Our house was carried away about half a hundred meters to the north,
where it ended up on top of three other houses that had also been washed
away. Then still another house came, which piled up over ours and stopped.
This last house then was carried away with the backrush. I suppose that if
it had not been for that house, ours could have been the one to be carried out
to the sea.
I broke a window and got outside once, but it was water all around. I
mustered up my courage and jumped in, but my feet couldn’t touch the
bottom and I got back inside the house. I didn’t care if I seemed frantic－I
cried out in a loud voice, “Help! Help me!” But nobody was there any more to
hear me.
A tatami mat came floating by, which I pulled into the house through a
window, and I placed my own self on it. What was impending now was the
cold, exhaustion, and hunger. I was overcome with extreme loneliness and
despair, and thought that it was all over. It was then that the second
tsunami wave came and I noticed a pile of debris that was flowing back up
Kyu-Kitakami-gawa River, right in the middle of the river. In the middle of
that pile was a whole roof of a house－with a man on top of it. Just when I
thought Oh no, that guy’s not going to make it, the pile hit Utsumi－bashi
Bridge and was bounced toward the bank, enabling the man to make his
way over the debris to the land and escape.

There’s no reason why I couldn’t be saved－that was the kind of courage I
felt rising me then. When the force of the second tsunami wave ceased, I
decided to go ahead and jump in the water. I tried to swim toward the
Utsumi－bashi Bridge street, but my clothes were hindering me, and I was
getting cold and tired, finding it harder and harder to keep on swimming.
But just then, my feet just barely hit the ground.

１）筆者の自宅が津波によりどういう状態になったか簡潔に説明しなさい。
解答欄

２）筆者が波線部のように思った理由は何ですか。簡潔に答えなさい。
解答欄

３）波線部に思った後、筆者がどう行動したかを簡潔に説明しなさい。
解答欄

