
2020年度採用試験 解答 

（2019年 5月 18日実施） 

 

【一 般 常 識 Ａ】 

〔問１〕 

（イ）② （ロ）③ （ハ）④ （ニ）⑤（ホ）③ 

〔問２〕 

（イ）① （ロ）⑤ （ハ）④ （ニ）③ （ホ）③  

〔問３〕 

（イ）⑤ （ロ）② （ハ）③ （ニ）① （ホ）③ 

〔問４〕 

（イ）② （ロ）④ （ハ）③ （ニ）② （ホ）④ 

〔問５〕 

（イ）③ （ロ）① （ハ）⑤ （ニ）② （ホ）④ 

〔問６〕 

（イ）④ （ロ）② （ハ）① （ニ）⑤ （ホ）⑤ 

〔問７〕 

（イ）① （ロ）② （ハ）⑤ （ニ）① （ホ）② 

〔問８〕 

（イ）④ （ロ）② （ハ）③ （ニ）① （ホ）⑤ 

〔問９〕 

（イ）③ （ロ）④ （ハ）② （ニ）① （ホ）③ 

〔問１０〕 

（イ）③ （ロ）④ （ハ）① （ニ）⑤ （ホ）② 

〔問１１〕 

（イ）③ （ロ）② （ハ）④ （ニ）① （ホ）④ 

〔問１２〕 

（イ）① （ロ）① （ハ）① （ニ）① （ホ）⑤ 

〔問１３〕 

（イ）② （ロ）④ （ハ）③ （ニ）⑤ （ホ）① 

〔問１４〕 

（イ）② （ロ）④ （ハ）③ （ニ）③ （ホ）③ 

〔問１５〕 

（イ）④ （ロ）① （ハ）④ （ニ）② （ホ）② 

〔問１６〕 

（イ）② （ロ）② （ハ）⑤ （ニ）② （ホ）② 

  



【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。 

 

日本プロ野球で２０１８年、審判の判定に異議がある場合に監督がリプレー検証を要求すること

ができる（  １  ）制度が導入された。 

 （１）（    リクエスト        ） 

 

プロ野球で２０１８年オフ、広島からフリーエージェントとなり巨人に移籍した丸佳浩外野手の

（  ２  ）として、長野久義外野手が広島に加入した。 

 （２）（    人的補償       ） 

 

インターネットの基盤技術やサービスを提供する米国の巨大ＩＴ企業４社は、それぞれの頭文字

を取って（  ３  ）と呼ばれる。 

 （３）（    ＧＡＦＡ         ） 

 

世界有数の液化天然ガス（ＬＮＧ）輸出国である（  ４  ）は２０１９年１月１日付で、石油輸出国

機構（ＯＰＥＣ）から脱退した。 

 （４）（    カタール        ） 

 

 米国で４年に１回の大統領選の中間年に行われる国・地方の統一選挙を（  ５  ）と言う。 

 （５）（    中間選挙       ） 

 

 

 韓国の文在寅大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は２０１８年４月、軍事境界線上の

（  ６  ）と呼ばれる地区にある韓国側施設で初めて会談した。 

 （６）（    板門店         ） 

 

 米国のトランプ政権は２０１８年５月、中東の（  ７  ）との核合意から離脱し、制裁を再び発動す

る方針を発表した。 

 （７）（    イラン          ） 



電力は、需要と供給を一致させ、周波数を安定させて供給しないと発電設備などの故障につな

がる。２０１８年９月の北海道地震では大規模発電所の停止により、需給バランスが崩れ、電力会社

の管内全域に及ぶ大規模停電（  ８  ）が発生した。 

 （８）（    ブラックアウト      ） 

 

 農産物や工業品の輸入関税引き下げ・撤廃などで自由貿易の拡大を目指す環太平洋連携協定

（ＴＰＰ）が２０１８年１２月、離脱した（  ９  ）を除く１１カ国により発効した。 

 （９）（    米国（アメリカ）     ） 
 

日立製作所の（  10  ）宏明会長は２０１８年５月末から経団連会長を務めている。日立出身の

経団連会長は初めて。 

 （10）（    中西           ） 

 

積水ハウスは２０１７年、東京都品川区西五反田にある旅館跡地（約２０００平方メートル）の購入

代金約６３億円を、地主に成り済ました（  11  ）詐欺グループにだまし取られ、最終的に約５５億

円の損害が生じた。 

 （11）（    地面師         ） 

格闘やサッカーなどのコンピューターゲームで勝敗を競う（  12  ）が近年、盛り上がりを見せ

ている。競技人口は世界で約１億人とも言われ、２０１８年のアジア大会では公開競技として採用さ

れた。 

 （12）（    ｅスポーツ       ） 

 中国主導で設立され２０１６年に業務を開始した国際機関の（  13  ）は北京に本部を置き、シ

ルクロード経済圏構想「一帯一路」などに関連するプロジェクトに融資している。 

 （13）（ アジアインフラ投資銀行（ＡＩＩＢ） ） 
 

政府と沖縄県は、米軍（  14  ）飛行場の名護市辺野古沿岸部への移設をめぐり対立してい

る。 

 （14）（    普天間         ） 

 

 

 

 



慣例で毎年１月召集の通常国会の冒頭、首相が衆参両院の本会議場で、その年一年間の政府

の基本方針や重要政策について説明する演説を（  15  ）演説と呼び、新たに首相が選出され

たり、臨時国会が召集されたりした際に首相が行う演説を所信表明演説という。 

 （15）（    施政方針        ） 

 

 日本を出国する際に１人当たり（  16  ）円を課す「国際観光旅客税（出国税）」の徴収が１月７

日に始まった。税収は、訪日客の受け入れ環境整備などに使われる。 

 （16）（    １０００          ） 

 

地方自治体の税収不足を補うため、国は（  17  ）を自治体に配っている。４７都道府県の中

では東京都は受け取っていない。 

 （17）（    地方交付税      ） 

寝たきりや介護が必要な状態になったりせず、日常生活を支障なく送ることができる期間のこと

を（  18  ）と呼ぶ。高齢化が進行する中、（  18  ）の延伸は、個人の生活の質を維持するだ

けでなく、増大する医療・介護費の抑制にもつながると考えられている。 

 （18）（    健康寿命        ） 

 

１４歳２カ月でプロ入りし、スピード昇段で注目された将棋の最年少棋士、（  19  ）七段は２０

１９年２月、第１２回朝日杯将棋オープン戦で優勝し、史上２人目の２連覇を果たした。 

 （19）（    藤井聡太        ） 

 

若者を中心にカリスマ的人気を集めるシンガー・ソングライター、米津玄師さんが２０１８年１２月３

１日のＮＨＫ紅白歌合戦に初出場し、故郷の徳島県からの生中継でドラマの主題歌として大ヒット

した自作曲「（  20  ）」を歌った。 

 （20）（    Ｌｅｍｏｎ         ） 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔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 こぼんのうな父親    ①（  子煩悩   ） 

② じんごに落ちない    ②（  人後     ） 

③ ぜったいぜつめいのピンチ   ③（  絶体絶命  ） 

④ 会議冒頭にふくあんを示す   ④（  腹案     ） 

⑤ げばひょうを覆す    ⑤（  下馬評   ） 

⑥ ばんらいの拍手    ⑥（  万雷     ） 

⑦ ういじんを飾る    ⑦（  初陣     ） 

⑧ 師の教えをきんかぎょくじょうとする  ⑧（  金科玉条  ） 

⑨ ドルだての債務    ⑨（  建       ） 

⑩ 新商品を無料ではんぷする   ⑩（  頒布     ） 

 

〔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税の（  ）を受ける    ①（  還付     ） 

（  ）なきまでにたたきのめす   （  完膚     ） 

②歴戦の（  ）が姿を現した          ②（  勇士     ） 

 （  ）以来の珍事               （  有史     ） 

③美の（  ）に達する    ③（  極致     ） 

上陸後の攻防は（  ）戦の様相を呈した  （  局地     ） 



④報告書の内容は（  ）に乏しい  ④（  新味     ） 

もっと（  ）になって相談に乗ってほしい  （  親身     ） 

⑤連立政権樹立へ野党第３党に（  ）を送った ⑤（  秋波     ） 

仏教にはさまざまな（  ）がある   （  宗派     ） 

⑥高名な作家は８０歳で（  ）に入った  ⑥（  鬼籍     ） 

出会いから別れまで５０年間の（  ）をたどる  （  軌跡     ） 

⑦葬儀には（  ）客がひっきりなしに訪れた ⑦（  弔問     ） 

疑惑を解明するための（  ）会を開催する  （  聴聞     ） 

⑧対立候補の演説を（  ）する   ⑧（  妨害     ） 

新人賞受賞は（  ）の喜びだ    （  望外     ） 

⑨怠慢なプレーに対して（  ）のごとく怒った ⑨（  烈火     ） 

風雨にさらされたベンチは（  ）が著しい  （  劣化     ） 

⑩多くの旅行者がバス事故で（  ）した  ⑩（  負傷     ） 

（  ）の息子ですが、よろしくお願いします  （  不肖     ） 

 

〔問４〕 

下線部の漢字の読みをカッコ内に平仮名で記入してください。 

 

① 合従連衡          （がっしょうれんこう） 

② 平生の行い      （ へいぜい   ） 

③ 言質を取る      （ げんち     ） 



④ 噴飯もの       （ ふんぱん   ） 

⑤ 芳醇な       （ ほうじゅん   ） 

⑥ 唾棄する       （ だき       ） 

⑦ 帰巣本能       （ きそうほんのう ） 

⑧ 間尺に合わない      （ ましゃく     ） 

⑨ 冤罪       （ えんざい    ） 

⑩ 作務衣       （ さむえ     ） 

  



【英 文 和 訳】 

（１）以下の英文を全文和訳しなさい。 

French Finance and Economy Minister Bruno Le Maire welcomed the release of former 

Renault boss Carlos Ghosn from jail in Japan. 

"Carlos Ghosn is being released. He is a French citizen. He will be able to defend 

himself with greater ease." Le Maire told Europe 1 radio. 

"But my responsibility as finance and economy minister is to make sure that hundreds 

of thousands of jobs at Renault and at the Renault-Nissan alliance are protected," he 

added. 

（出典＝トムソン・ロイター配信記事、一部改変） 

（注）Finance and Economy Minister Bruno Le Maire ＝ルメール経済・財務相 

      Europe 1 radio = ラジオ「ヨーロッパ１」 

 

【模範解答】 

フランスのルメール経済・財務相は、ルノー前会長のカルロス・ゴーン被告が日本で保釈

されたことについて、歓迎する姿勢を示した。 

同相はラジオ「ヨーロッパ１」に対し、「カルロス・ゴーンが保釈されている。彼はフラ

ンス市民だ。彼はより安心して自身を弁護できるようになるだろう」と指摘した。 

その上で「しかし、経済・財務相としての私の責任は、ルノーやルノー・日産連合におけ

る数十万の雇用が必ず守られるようにすることだ」と付け加えた。 

 

（２）以下の英文を全文和訳しなさい。 

The Commerce Department said that the U.S. trade deficit surged to a 10-year high 

in 2018. The trade deficit has deteriorated despite the White House's protectionist trade 

policy.  

The United States last year imposed tariffs on $250 billion worth of goods imported 

from China, with Beijing hitting back with tariffs on $110 billion worth of American 

products, including soybeans and other commodities.  

（出典＝トムソン・ロイター配信記事、一部改変） 

（注）The Commerce Department = 米商務省 

   Beijing = 中国政府 

   commodity = 商品 

 

【模範解答】 

米商務省は２０１８年の貿易赤字が１０年ぶりの高水準となったと発表した。米政権の

保護主義的な通商政策にもかかわらず貿易赤字は悪化している。 

米政権は昨年、２５００億ドル規模の中国からの輸入品に関税を導入。中国政府は大豆や

その他の商品を含む１１００億ドル規模の米国の生産品に報復関税を課した。 

 



（３）以下の英文を全文和訳しなさい。 

Canada has arrested Huawei’s chief financial officer in Vancouver, where she is facing 

extradition to the United States on suspicion she violated U.S. sanctions against Iran. 

Meng Wanzhou, who is one of the vice chairs on the Chinese company’s board and 

the daughter of company founder Ren Zhengfei, was arrested on Dec. 1, a Canadian 

Justice Department spokesman said. 

（出典＝ロイター配信記事、一部改変） 

（注）Meng Wanzhou＝孟晩舟 

   Ren Zhengfei＝任正非 

 

【模範解答】 

 カナダ当局は華為技術（ファーウェイ）の最高財務責任者をバンクーバーで逮捕した。彼

女は米国の対イラン制裁に違反した疑いで米国へ引き渡される可能性がある。 

 カナダ司法省の報道官によると、孟晩舟は１２月１日に逮捕された。彼女は同社副会長の

１人で、創業者の任正非の娘である。 

 

（４）以下の英文を全文和訳しなさい。 

South Korean National Assembly Speaker Moon Hee-sang has urged the United 

States to mediate between Seoul and Tokyo.  

Moon said at a meeting in the United States with U.S. Deputy Secretary of State John 

Sullivan that South Korea and Japan need an intermediary as both sides have to 

overcome differences by compromising to a certain extent, but they are unable to do this. 

He called on the United States to act as a mediator, just as the country had done in 

the past. 

（出典＝時事通信配信記事、一部改変） 

（注）Moon Hee-sang＝文喜相 

 

【模範解答】 

 韓国の文喜相国会議長は米国に対し、韓国と日本の間の調停をするよう促した。 

 文はジョン・サリバン米国務副長官との会合で、韓国と日本はある程度妥協して意見の食

い違いを克服しなければならないが、それができないため、調停者が必要だと述べた。 

 彼は、米国がこれまでやってきたように調停者として行動するよう呼び掛けた。 

  



【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）安倍晋三首相はトランプ米大統領と電話で会談し、米朝首脳会談の結果について報告を

受けた。この後、首相は記者団に「拉致、核、ミサイル問題の解決に向けて日米で緊密に連携し

ていきたい」と語った。 

 

【模範解答】 

Japanese Prime Minister Shinzo Abe held telephone talks with U.S. President Donald 

Trump to get a briefing on the latest U.S.-North Korea summit meeting. Abe told 

reporters later that Japan hopes to work closely with the United States to resolve the 

abduction, nuclear and missile issues. 

 

（２）２０１８年の訪日外国人数は前年比８．７％増の３１１９万１９００人だった。相次ぐ自然災害

の影響で年後半に伸び悩んだが、格安航空会社の増便などを背景に６年連続で過去最高を更

新した。 

 

【模範解答】 

The number of visitors to Japan in 2018 rose 8.7 percent from the previous year to 

31,191,900, hitting a record high for the sixth straight year due mainly to increased 

flights of budget airlines, although the growth was slowed by a series of natural disasters 

that hit Japan in the second half of the year. 


