
2019年度採用試験 解答 

（2018年 6月 9日実施） 

 

【一 般 常 識 Ａ】 

〔問１〕 

（イ）③ （ロ）④ （ハ）③ （ニ）③ （ホ）⑤ 

〔問２〕 

（イ）③ （ロ）④ （ハ）② （ニ）① （ホ）④ 

〔問３〕 

（イ）① （ロ）① （ハ）⑤ （ニ）② （ホ）④ 

〔問４〕 

（イ）⑤ （ロ）③ （ハ）① （ニ）② （ホ）④ 

〔問５〕 

（イ）⑤ （ロ）① （ハ）③ （ニ）② （ホ）④ 

〔問６〕 

（イ）③ （ロ）① （ハ）⑤ （ニ）② （ホ）③ 

〔問７〕 

（イ）④ （ロ）② （ハ）② （ニ）⑤ （ホ）① 

〔問８〕 

（イ）③ （ロ）② （ハ）② （ニ）⑤ （ホ）① 

〔問９〕 

（イ）④ （ロ）② （ハ）③ （ニ）② （ホ）① 

〔問１０〕 

（イ）⑤ （ロ）③ （ハ）④ （ニ）③ （ホ）② 

〔問１１〕 

（イ）④ （ロ）⑤ （ハ）③ （ニ）⑤ （ホ）① 

〔問１２〕 

（イ）② （ロ）③ （ハ）① （ニ）④ （ホ）⑤ 

〔問１３〕 

（イ）① （ロ）④ （ハ）⑤ （ニ）④ （ホ）③ 

〔問１４〕 

（イ）② （ロ）③ （ハ）⑤ （ニ）④ （ホ）③ 

〔問１５〕 

（イ）① （ロ）③ （ハ）④ （ニ）⑤ （ホ）② 

〔問１６〕 

（イ）① （ロ）⑤ （ハ）① （ニ）③ （ホ）① 

  



【一 般 常 識 Ｂ】 

 

〔問１〕 

次の文章の（１）～（２０）に適切な言葉を入れてください。 

 

大相撲の横綱でありながら貴ノ岩に対する暴力事件を起こし、自ら引退表明に追い込まれたモ

ンゴル出身の日馬富士はその後、日本相撲協会の（  １  ）から引退勧告相当とされた。 

（１）（   横綱審議委員会   ） 

 

日本のプロ野球では今季から、ほとんどのプレーを対象に監督が審判にリプレー検証を要請で

きる制度（  ２  ）が導入された。 

（２）（   リクエスト        ） 

 

米国とカナダ、メキシコの３カ国の間で１９９４年に発効した自由貿易協定は、略称で（  ３  ）と

呼ばれる。トランプ米大統領は自国に有利な内容になるよう、再交渉を迫っている。 

（３）（   ＮＡＦＴＡ        ） 

 

世界各国の首脳やビジネス界の代表らが多数参加する世界経済フォーラムの年次総会は、開

催地にちなんで（  ４  ）会議と呼ばれ、今年はトランプ米大統領も参加した。 

（４）（   ダボス          ） 

 

米大統領が上下両院合同会議で年頭に国の現状を報告し、施政方針を説明する演説を

（  ５  ）演説という。 

（５）（   一般教書        ） 

 

イスラム教の二大宗派の一つで、イランで支配的な宗派は（  ６  ）である。 

（６）（   シーア派        ） 

 

 アウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相が事実上のトップを務めるミャンマーの首都は（  ７  ）

である。 

（７）（   ネピドー         ） 

  



消費税の税率１０％への引き上げは、（  ８  ）年１０月に予定されている。 

（８）（   ２０１９          ） 

 

２期目に入った日銀の（  ９  ）総裁にとって、物価上昇２％の目標実現が引き続き課題となる。 

（９）（   黒田東彦        ） 

 

 日本と欧州連合（ＥＵ）は１７年、（  10  ）＝ＥＰＡ＝交渉で妥結し、１９年の発効を目指してい

る。 

（10）（   経済連携協定     ） 

 

 弾道ミサイルの飛来や津波の到達など、日本国内に大きな被害が予想される緊急事態が起きた

場合、国が自治体を通じて国民に情報を伝えるのが「全国瞬時警報システム」、通称（  11  ）だ。 

（11）（   Ｊアラート         ） 

 

容疑者や被告が他人の犯罪の解明に協力すると検察官から不起訴などの見返りを得られる

（  12  ）が、６月から開始された。贈収賄や脱税などの経済事件や薬物・銃器事件が対象で、

犯罪捜査や刑事裁判の在り方を大きく変えることが予想される。 

（12）（   司法取引        ） 

 

日本国憲法第４条は「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ（  13  ）に関

する権能を有しない」と定め、天皇の政治関与を禁じている。 

（13）（   国政           ） 
 

軍部の暴走を招いた戦前の反省を踏まえ、国民の代表である文民（政治家）が軍事を決定する

民主主義の基本原則を（  14  ）という。 

（14）（ 文民統制（シビリアンコントロール） ） 

 

首相は毎年１月に召集される通常国会で（  15  ）演説を行い、その年の内閣の基本方針を

示す。 

（15）（   施政方針        ） 

  



全国には現在、１７００以上の市区町村があるが、その中で人口が最も多いのは（  16  ）市で

ある。 

（16）（   横浜           ） 

 

介護保険制度では、利用者が介護保険料の原則１割を負担し、残り９割は公費と（  17  ）歳

以上の国民が納める保険料で半分ずつ賄われている。 

（17）（   ４０            ） 

 

２０１８年度税制改正では、年収８５０万円超の会社員らの所得税を増税とする一方、全ての納税

者が受けられる（  18  ）控除を増やし、フリーランスや自営業者らを減税にした。 

（18）（   基礎           ） 

 

岩波書店は２０１８年、国語辞典「（  19  ）」を１０年ぶりに改訂した第７版を出版。現代を反映

した「ブラック企業」「スマホ」などの１万項目が追加された。 

（19）（   広辞苑          ） 

 

２０１７年に囲碁で初めて２度目の７冠独占を達成した井山裕太さん、将棋で初めて永世７冠の

称号を得た（  20  ）さんはそろって国民栄誉賞を受賞した。 

（20）（   羽生善治        ） 

 

〔問２〕 

次の下線部の平仮名をカッコ内に漢字で記入してください。 

① 諸国をあんぎゃする    ①（  行脚     ） 

② ぜんごさくを講じる    ②（  善後策    ） 

③ しゅらばをくぐる    ③（  修羅場    ） 

④ もくろみしょ     ④（  目論見書  ） 

⑤ いっきとうせんのつわもの   ⑤（  一騎当千  ） 

⑥ 力をいかんなく発揮    ⑥（  遺憾     ） 



⑦ とっぴょうしもない    ⑦（  突拍子    ） 

⑧ あいまいな     ⑧（  曖昧     ） 

⑨ わいろを受け取る    ⑨（  賄賂     ） 

⑩ いいだくだくと従う    ⑩（  唯々諾々  ） 

 

〔問３〕  

各設問のカッコ内には同じ音となる漢字２文字の熟語が入ります。それぞれ埋めてください。 

① 経営陣の責任を（   ）しなければならない  ①（  追及     ） 

  真理の（   ）こそが科学の使命だ    （  追究     ） 

② 株価暴落が世界規模の（   ）につながった ②（  恐慌     ） 

  春の旅行は１泊２日の（   ）軍となった    （  強行     ） 

③ 予期せぬ出来事に（   ）狼狽する ③（  周章     ） 

  最（   ）はどんでん返しの連続だった    （  終章     ） 

④ 政権奪還には（   ）的出直しが必要だ      ④（  解党     ） 

  土壇場で（   ）乱麻の活躍を見せた   （  快刀     ） 

⑤ 健康（   ）の広がりでジョギング人口が増えた  ⑤（  志向     ） 

  （   ）の愛を貫く   （  至高     ） 

⑥ 一言（   ）の父は娘に煙たがられている     ⑥（  居士     ） 

  刀剣の（   ）来歴を調べる   （  故事     ） 

⑦ ４月分の経費を（   ）する             ⑦（  精算     ） 



  経営不振の会社は（   ）せざるを得ない    （  清算     ） 

⑧ 彼の影響力は（   ）り知れない ⑧（  計       ） 

  この提案を次回の審議会に（   ）りたい   （  諮       ） 

⑨ （   ）期間１０年の国債を購入する ⑨（  償還     ） 

  容疑者が法廷に（   ）された   （  召喚     ） 

⑩ 財政健全化に向けた（   ）を取りまとめる ⑩（  建議     ） 

  （   ）不十分で不起訴処分となる    （  嫌疑     ） 

 

〔問４〕 

次の下線部の言葉の読みをカッコ内に平仮名で記入してください。 

 

① 賜 杯       （ しはい     ） 

② 強 面       （ こわもて    ） 

③ 怨 恨       （ えんこん    ） 

④ 有 象 無 象       （ うぞうむぞう  ） 

⑤ 塩 梅       （ あんばい    ） 

⑥ 旗 幟 鮮 明       （ きしせんめい ） 

⑦ 畝        （ うね       ） 

⑧ 濁 酒       （ どぶろく    ） 

⑨ 猛 者       （ もさ       ） 

⑩ 好 事 家       （ こうずか    ） 

  



【英 文 和 訳】 

（１）以下の英文を全文和訳しなさい。 

 An Uber self-driving car hit and killed a woman crossing the street in Arizona, police 

said, marking the first fatality involving an autonomous vehicle. 

 The ride services company said it was suspending North American tests of its self-

driving vehicles, which are currently going on in Arizona, Pittsburgh and Toronto. 

 The Uber vehicle traveling at about 65 km per hour was in autonomous mode with an 

operator behind the wheel, police said.  

（出典＝トムソン・ロイター配信記事、一部改変） 

（注）Uber＝配車サービス大手ウーバー・テクノロジーズ 

 

【模範解答例】 

米アリゾナ州で配車サービス大手ウーバー・テクノロジーズの自動運転車が、道路を

横断中の女性をはね、死亡させた。警察が明らかにした。自動運転車に絡んだ事故で死

者が出るのは初めて。 

ウーバーは現在アリゾナ、ピッツバーグ、トロントで行っている北米での自動運転車

の試験を一時停止すると発表した。 

    警察によると、事故を起こした車は時速約６５キロで走っており、操作員は乗って

いたが、自動運転モードで走行中だった。 

 

 

（２）以下の英文を全文和訳しなさい。 

 Official data showed China's economic growth for the 2017 full year picked up to 6.9 

percent year-on-year, the first annual acceleration for the economy since 2010. Growth 

in the October to December period from a year earlier was 6.8 percent, unchanged from 

the third quarter.  

 China's economy grew faster than expected in the fourth quarter, helped by a rebound 

in the industrial sector, a resilient property market and strong export growth. 

（出典＝トムソン・ロイター配信記事、一部改変） 

 

【模範解答例】 

公式統計によると、２０１７年の中国の経済成長率は６．９％となった。成長率が前

年から加速したのは２０１０年以来。第４四半期（１０～１２月期）の国内総生産（Ｇ

ＤＰ）は前年同期比６．８％増で、第３四半期と同じだった。 

第４四半期の成長率は予想を上回ったが、工業部門の立ち直り、不動産市場の回復、

輸出の強い伸びに支えられた。 

 



(３)以下の英文を全文和訳しなさい。 

 North Korea’s Kim Jong Un has made his first ever foreign trip as leader to meet 

China’s president Xi Jinping, vowing he is “committed to denuclearization” and willing 

to hold summits with the South and the US. 

 Kim had not met Xi since taking over after the death of his father in 2011. Kim told Xi 

that he was ready to hold a summit with South Korean President Moon Jae-in as well 

as US President Donald Trump, according to China’s Xinhua news agency. 

（出典＝ＡＦＰ配信記事、一部改変） 

 

【模範解答例】 

 北朝鮮の金正恩氏は中国の習近平国家主席と会談するため、指導者として初めて外国

を訪問し、「非核化を確約する」と表明するとともに、韓国および米国と首脳会談を行

いたいとの意向を示した。 

 金氏は２０１１年に死去した父の後継者となってから、習氏に会っていなかった。中

国の通信社・新華社によると、金氏は習氏に対し、韓国の文在寅大統領およびドナルド・

トランプ米大統領との首脳会談に応じる用意があると述べた。 

 

 

（４）以下の英文を全文和訳しなさい。 

 Russia’s ambassador to Lebanon said any U.S. missiles fired at Syria would be shot 

down and the launch sites targeted, a step that could trigger a major escalation in the 

Syrian war.  

 The Russian military said on March 13 that it would respond to any U.S. strike on 

Syria, targeting any missiles and launchers involved in such an attack. Russia is Syrian 

President Bashar al-Assad’s most powerful ally.  

 The United States and its allies are considering whether to hit Syria over a suspected 

poison gas attack. 

（出典＝ロイター配信記事、一部改変） 

（注）Bashar al-Assad＝バッシャール・アサド 

 

【模範解答例】 

 ロシアの駐レバノン大使は、シリアに対して発射される米国のいかなるミサイルも撃

墜され、その発射施設は標的になるだろうと述べた。こうした措置はシリア内戦激化の

きっかけになる可能性がある。 

 ロシア軍は３月１３日、米国のシリア攻撃に対しては、攻撃で使用されるミサイルや

発射施設を標的にして対応すると表明していた。ロシアはシリアのバッシャール・アサ

ド大統領にとって、最も強力な同盟国だ。 

 米国とその同盟諸国は、毒ガスを使用した疑いのある攻撃をめぐり、シリアに対して

武力を行使するかどうかを検討している。  



【和 文 外 国 語 訳】 

 

次の日本文を英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語、韓国語のいずれかに訳してくださ

い。ただし、韓国語訳は漢字を使用しないこと。 

 

（１）時事通信の２月の世論調査によると、憲法９条に自衛隊の存在を明記するという安倍晋三

首相の案を３５．２％が支持した。一方、９条を改正する必要はないとの意見は２８．１％だった。 

 

【模範解答例】 

 According to a Jiji Press opinion poll for February, 35.2 pct of Japanese people 

support Prime Minister Shinzo Abe's proposal to clarify the existence of the Self-

Defense Forces in Article 9 of the constitution. By contrast, 28.1 pct said there is no 

need to revise Article 9. 

 

 

 

（２）格安航空会社の増便などを背景に、２０１７年の訪日外国人数は前年比１９．３％増の約２

８６９万人と、５年連続で過去最高を記録した。訪日客による滞在中の消費額は年間で初めて４

兆円を突破した。 

 

【模範解答例】 

 Helped in part by increased flights by budget airlines, the number of visitors to 

Japan in 2017 rose 19.3 pct from the previous year to about 28.69 million, hitting a 

record high for the fifth straight year. Spending by visitors during their stays in 

Japan exceeded 4 trillion yen for the first time on record on an annual basis. 

  



【和 文 英 訳】 

 

次の和文を全文英訳しなさい。 

 

（１）政府は、平昌冬季五輪のフィギュアスケート男子で金メダルを獲得した羽生結弦選手への

国民栄誉賞授与を検討している。右足首のけがを乗り越えて同種目で６６年ぶりとなる五輪

連覇を果たし、国民に大きな感動を与えたことで、授与にふさわしいと判断した。 

 

【模範解答例】 

 The Japanese government is discussing plans to present the People's Honor Award 

to Yuzuru Hanyu, who became the first figure skater in 66 years to win the second 

straight men's singles gold medal in the Pyeongchang Olympics by overcoming 

injury in his right ankle. The government believes that Hanyu deeply moved people 

in Japan and is thus suitable for the award. 

 

 

 

（２）大手企業が労働組合の要求に応じて基本給を底上げするベースアップ（ベア）を５年連続で

実施することを決めた。堅調な業績を背景に、多くの企業で前年を上回る上げ幅となった。しか

し、安倍晋三首相が求めた３％以上の賃上げに届いた企業は少数にとどまった。 

 

【模範解答例】 

 Major Japanese companies decided to carry out pay-scale increases for the fifth 

straight year. Many of them agreed to bigger pay hikes than in the previous year 

against the backdrop of brisk earnings. But only a small number of companies met 

the request of Prime Minister Shinzo Abe to raise salaries by 3 pct or more. 

 


