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Question No.1 (Question Id - 49)
動きの時間的な局面の取り上げ方を表して、事態の内的な時間構成を表す文法カテゴリ
ーは   次のどれですか。

(A) アスペクト (Correct Answer)
 

(B) テンス
(C) モダリティ 

(D) ムード 

Question No.2 (Question Id - 7)
________に入る最も良いものを、次の (1), (2), (3), (4) の中から選びなさい。

気温が変わりやすい＿＿＿＿＿、最近どうも体の調子がよくない。

(A) ためで 

(B) せいか (Correct Answer)
(C) からで 

(D) せいに 

Question No.3 (Question Id - 42)
Match List I with List II :

 以下から正しい組み合わせを選びなさい。

         List I                                                                            List II  

(A)    五・七・五の１７音を定型とする短い詩。                  (I)       長歌    

(B)    五・七・五・七・七の五句体の歌。                           (II)       発句

(C)    五七調を反復して連(つら)ね，終末を多く                   (III)      俳句

        七・七とするもの。                                                    

(D)     和歌の初句                                                            (IV)      短歌

Choose the correct answer from the options given below :

(A) (A) ( I) ; (B) (II) ; (C) (III) ; (D) (IV) 



(B) (A) (II) ; (B) (III) ; (C) (IV) ; (D) (I) 
(C) (A) (IV) ; (B) (I) ; (C) (II) ; (D) (III) 
(D) (A) (III) ;  (B) (IV) ; (C) (I) ; (D) (II) (Correct Answer)

Question No.4 (Question Id - 11)
次の文の＿＿＿＿に入れるのの最も良いものを、(1), (2), (3), (4) の中ら一つ選びなさ
い。

「これが最近書いた本なんですが、あなたにさしあげますから、どうぞお読みくださ
い。」

「はい、＿＿＿＿＿＿＿＿＿いただきます。」

(A) 拝見して 

(B) ご覧になって 

(C) 拝見させて (Correct Answer)
(D) ご覧にならせて 

Question No.5 (Question Id - 53)
次の例文に含まれている指示代名詞はどのように用いられているのですか。(1), (2), (3),
(4)

の用法から適当なものを選びなさい。

あなたのそばにあるその箱をここへ持ってきてください。

(A) 遠近型
(B) 人称型 (Correct Answer)

 (C) 未来 
(D) 一方知識 

Question No.6 (Question Id - 79)
『大日本史』の編集を背景にして起こり、朱子学の大義名分に基づいた学風は次のど
れ ですか。

(A) 古学
(B) 国学 
(C) 蘭学 
(D) 水戸学 (Correct Answer)

 

Question No.7 (Question Id - 23)
質問を読み、(1), (2), (3), (4) の中から正しいものを一つ選びなさい。

  文学としての日記は、紀貫之が、女性を装ってかなでで書いた――――――――であ
る。

(A) 『紫式部日記』 



(B) 『枕草子』 
(C) 『土佐日記』 (Correct Answer)
(D) 『和泉式部』 

Question No.8 (Question Id - 89)
(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

The main purpose of research in education is to ________________.

(A) Increase in social status of an individual 
(B) Increase in job prospects of an individual 
(C) Help in the personal growth of an individual 
(D) Help the candidate become an eminent educationist (Correct Answer)

Question No.9 (Question Id - 25)
以下から正しい答えを一つ選びなさい。

 9世紀後半、かな文字が普及し、国風文化への関心が高まり、在原業平らが歌合せを
し、活躍 した詩人を何と呼びますか。

(A) 国風詩人
(B) 六歌仙 (Correct Answer)

 (C) 六国史 
(D) 新体詩 

Question No.10 (Question Id - 47)
Match List I with List II :

以下から話の内容と話しの名前の正しい組み合わせを選びなさい。

              List I                                                                                       List II

(A)       竹細工を仕事とする老人が竹の中に「三寸ばか              (I)    『浦島太郎』

           り成人」をみつけてやしなうこと、三か月、美人          

          （かぐやひめ）に育ち、多くの求婚者があって、          

            最後に昇天してしまうという話。

(B)       犬、猿、雉を連れて鬼ヶ島の鬼を退治するという 話。    (II)    『竹取物語』

(C)       鬼の踊に仲間入りした爺さんが、また必ずくるよ           (III)   『瘤取りじいさ
ん』

           うにと頬の瘤を質に取られる話。

(D)       浦島伝説を題材とした御伽草子。                                (IV)      『桃太郎』

Choose the correct answer from the options given below :

(A) (A) (I) ; (B) (II) ; (C) (IV) ; (D) ; (III) 



(B) (A) (III) ; (B) (I) ; (C) (II) ; (D) (IV) 
(C) (A) (II) ; (B) (IV) ; (C) (III) ; (D) (I) (Correct Answer)
(D) (A) (IV) ; (B) (III) ; (C) (I) ; (D) (II) 

Question No.11 (Question Id - 48)
下記の文はどんな文ですか、(1), (2), (3), (4) の中から適当なものを選びなさい、

 エジソンは偉大な発明家だった。

(A) 独立語文
(B) 動詞述語文 
(C) 形容詞述語文 (Correct Answer)

 (D) 名刺述語文 

Question No.12 (Question Id - 31)
.以下の物語は作成年によってを古いものから新しいものにアレンジした答えを選びな
さい。

(A) 源氏物語―伊勢物語―竹取物語
(B) 竹取物語―伊勢物語―源氏物語 (Correct Answer)

 (C) 源氏物語―竹取物語－伊勢物語 
(D) 伊勢物語―源氏物語―竹取物語 

Question No.13 (Question Id - 52)
次の助詞について、例文a～dのうち、他と違うものを選びなさい

「が」の用法           

(a)        今日は雨が降っている 

(b)        テーブルの上に花びんがある。

(c)        私はバナナが好きです。     

(d)       キリンは首が長いです。

(A) (a) 
(B) (b) 
(C) (c) (Correct Answer)

 (D) (d)

Question No.14 (Question Id - 67)
公的な扶助やサービスによって、全ての人が快適な生活を保障されている社会を何
と  いいますか。

 (1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

(A) 福祉社会 (Correct Answer)
(B) 高福祉高負担 



(C) 国民皆保険 
(D) 国民皆年金 

Question No.15 (Question Id - 24)
以下の中から正しいものを選びなさい。

『万葉集』は万葉仮名で書かれた 

(A) 説話集である 

(B) 短歌集である (Correct Answer)
(C) 短編集である 

(D) 物語集である 

Question No.16 (Question Id - 61)
茶の湯とも言われ、中国伝来の喫茶の風習が日本独自の発達をとげたものは、以下のど
れですか。

 (1), (2), (3), (4) の中から 正しい答えを選びなさい。

(A) 茶道 (Correct Answer)
(B) 柔道 
(C) 武道 
(D) 華道 

Question No.17 (Question Id - 9)
次の文と大体同じ意味の言葉を選びなさい。

そろそろ失礼します。

(A) もう帰ります。 (Correct Answer)
(B) どうもすみません。 

(C) 今行くところです。 

(D) 後で伺います。 

Question No.18 (Question Id - 72)

禅の祖師達の具体的行為・言動を例に取り上げて、禅の精神を究明する問題を何といい

ますか。 (1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを一つ選びなさい。

(A) 公安(こうあん) (Correct Answer)
(B) 応答(おうとう) 

(C) 瞑想(めいそう) 

(D) 坐禅(ざぜん) 



Question No.19 (Question Id - 10)
次の文と大体同じ意味の言葉を選びなさい。

 遠足は来週だっけ。

(A) 遠足は来週あります。 

(B) 遠足は来週だったらいいです。 

(C) 遠足は来週ですか。 (Correct Answer)
(D) 遠足は来週だけです。 

Question No.20 (Question Id - 32)
以下から女性作家によって書かれていない日記を選びなさい。
(A) 紫式部日記 
(B) 蜻蛉日記 
(C) 更級日記 
(D) 土佐日記 (Correct Answer)

Question No.21 (Question Id - 36)
以下から正しいものを選びなさい。

  十九世紀に、フランスの作家バルザックなどによって樹立された文学運動はどれです
か。

(A) 浪漫主義
(B) 社会主義 
(C) 民主主義 
(D) 写実主義 (Correct Answer)

 

Question No.22 (Question Id - 44)
(1), (2), (3), (4) から正しいものを選びなさい。

 助けた鶴が、その恩を返すためにやってくるという話です。お爺さんとお婆さんの娘
になり」

それから「青年の嫁」になるという話の流れは,以下のどれに当てはまりますか。

(A) 「女の大力」 

(B) 「鶴の恩返し」 (Correct Answer)
(C) 「カチカチ山」 

(D) 「雪女」 

Question No.23 (Question Id - 82)
『女大学』を著したのは誰ですか。 (1), (2), (3), (4) の中から選びなさい。

 
(A) 大槻玄沢 
(B) 貝原益軒 (Correct Answer)
(C) 伊藤仁斎 



(D) 平賀源内 

Question No.24 (Question Id - 65)
日常生活や産業・経済の中心がモノの生産と消費から、情報の生産と消費へと移行した
社会を何  といいますか。(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

(A) 情報化の時代 

(B) 大衆社会
(C) 情報化社会 (Correct Answer)

 (D) 国際化社会 

Question No.25 (Question Id - 35)
Match List I with List II :

  以下の物語の種類とそれに当てはまる作品の正しい組み合わせを選びなさい。

                List I                                    List II         

 (A)       作り物語                      (I)        『伊勢物語』              

 (B)       歌物語                         (II)       『今昔物語』

 (C)       説話                            (III)      『大鏡』

 (D)       歴史物語                      (IV)      『宇津保(うつほ)物語』

Choose the correct answer from the options given below :

(A) (A) (I) ; (B) (II) ; (C) (III) ; (D) (IV) 
(B) (A) (III) ; (B) (II) ; (C) (IV) ; (D) (I) 
(C) (A) (IV) ; (B) (I) ; (C) (II) ; (D) (III) (Correct Answer)
(D) (A) (II) ; (B) (III) ; (C) (I) ; (D) (IV) 

Question No.26 (Question Id - 80)
『ターヘルアナトミア』の翻訳したもので医学に基礎となってものは次のどれですか。

(A) 「解体新書」 (Correct Answer)
(B) 「蘭学階梯」 
(C) 「慎機論」 
(D) 「開国兵談」 

Question No.27 (Question Id - 39)
以下の抜粋を読み、それはどの作品から取り上げられているか、選びなさい。

            「自分は鼠のさいごをみる気がしなかった。鼠がころされまいと、死ぬに極ま
った運命を担いながら、全力を尽くして逃げ回っている様子が妙に頭についた。自分は
さみしい嫌な気持ちになった。あれは本能なのだと思った。自分が願っているしずかさ
の前に、ああいう苦しみのある事は恐ろしいことだ。死後の静寂に親しみをもつにし
ろ、死に到達するまでのああいう動騒は恐ろしいと思った。自殺を知らない動物はいよ
いよ死に切るまではあの努力を続けなければならない。今自分にあの鼠のような事が起
こったら自分はどうするだろう。自分は矢張り鼠と同じような努力をしはしまい
か。」   



(A) 『和解』 
(B) 『城崎にて』 (Correct Answer)
(C) 『網走まで』 

(D) 『暗夜行路』 

Question No.28 (Question Id - 12)
次の文の＿＿＿＿に入れるのの最も良いものを、(1), (2), (3), (4) の中ら一つ選びなさ
い。

 ４月末日をもって、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

(A) お世話になりました。 

(B) 閉店させていただきます。 (Correct Answer)
 

(C) 新商品を発表します。
(D) 閉店セールを始めます。 

Question No.29 (Question Id - 13)
次の文の＿＿＿＿に入れる最も良いものを、(1), (2), (3), (4) の中ら一つ選びなさい。

__________、彼が事故を起こしたのは事実だ。

(A) 偶然だったり故意だったり 

(B) 偶然やら故意やら 

(C) 偶然であれ故意であれ (Correct Answer)
(D) 偶然といい故意といい 

Question No.30 (Question Id - 22)
質問を読み、(1), (2), (3), (4) の中から一番適当なものを一つ選びなさい。

  記紀とはなんのことですか。

(A) 旧世紀の文学 

(B) 古事記と日本書紀 (Correct Answer)
(C) 記録された文学 

(D) 漢詩集 

Question No.31 (Question Id - 102)
下記の文章を読んで、後の質問に答えなさい。

         言葉は時代とともに変る。今の若い女性の中には平気で男言葉で話す人も多い。
男性が語尾に
「よね」をつけ話したり、女言葉に近づいてもいる。男女の言葉の差は昔に較(くら)べ
れば格段に少なくなっている。いまの時代の男女のいきかたを象徴しているのでもある
だろう。そんな中で「男言葉」「女言葉」を守ろうというのではない、時代の流れに任
せてもなお自然に残るのではないかと思うのだ。口に出すときちょっとした抵抗感が歩



かないかという形で。その感覚を大切にしたい。それが日本語の中の文化であり味わい
であるかもしれないと思うから。

                                                                                               
                                                山根基世 「日本語の味わい」

(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

この文章で、筆者はどのようなことを言おうとしていると考えられるか。

(A) 将来、残らないだろう 

(B) 今後もなくなってほしくない

 言葉の男女差は

(Correct Answer)
 (C) 今日では、意識されていない

(D) しだいに、大きくなっていくだろう 

Question No.32 (Question Id - 6)
下線をつけた言葉をひらがなでどう書きますか。同じひらがなで書く言葉を(1), (2), (3),
(4) から 一つ選びなさい。

 様々な規制を緩和しようという動きがある。

(A) 神話
(B) 童話 
(C) 漢和 (Correct Answer)

 (D) 温和 

Question No.33 (Question Id - 17)
物事を自分の都合のいいように取り計らったりすることという意味の四字熟語を(1),
(2), (3), (4) の 中から一つ選びなさい。

(A) 瓜田李下 
(B) 我田引水 (Correct Answer)
(C) 和紙之壁 
(D) 閑雲野鶴 

Question No.34 (Question Id - 4)
下線の言葉の漢字として最も適当なものを(1), (2), (3), (4) の中から一つ選びなさい。

株主のかんげんをいかに多くするかは、上場企業にとって、経営課題の一つになって
い            る。

(A) 還元 (Correct Answer)
(B) 環元 



(C) 濁元 
(D) 寰元 

Question No.35 (Question Id - 69)
身体にけがれや罪がある時、あるいは神を迎えるときなどに、みずで新体を洗い清める
ことを

なんといいますか。(1), (2), (3), (4)  から正しい答えを選びなさい。

(A) みそぎ (Correct Answer)
 

(B) けがれ 

(C) あらい 

(D) はらい

Question No.36 (Question Id - 34)
Match List I with List II :

正しい組み合わせを選びなさい。

              List I                                                                           List II 

 

(A)       都会生活のはかなさから逃れて、                 (I)        説話文学                     

            閑居の生活を楽しむ境地 をのべる。

 

(B)       仏教思想の影響をうけて、僧侶によっ           (II)       『発心集』、『沙石集』

            て書かれた 文学    

(C)       仏教説話                                                  (III)      『徒然草』

(D)       世俗説話                                                  (IV)      『十訓抄(じっきんしょう)』

Choose the correct answer from the options given below :

(A) (A) (IV) ; (B) (I) ; (C) (III) ; (D) (II) 
(B) (A) (III) ; (B) (II) ; (C) (IV) ; (D) (I) 
(C) (A) (III) ; (B) (I) ; (C) (II) ; (D) (IV) (Correct Answer)

 (D) (A) (I) ; (B) (II) ; (C) (III) ; (D) (IV)

Question No.37 (Question Id - 41)
Match List I with List II :

以下に述べてある文学の思潮と流派の説明とそのキーワードの正しい組み合わせを選び
なさい。

             List I                                                                                List II 

(A)    西欧の長詩の影響を受けて、西洋風の新体の創作が試みられた。   (I)  翻訳小説 



(B)    マルクス主義文学の展開に伴い従来の叙情・浪漫性を否定し、      (II)  新体詩

       労働者の生活をうたった詩をつくった。                                                 

(C)   維新に伴う西欧文学の移入で、外国の風俗・政治思想・               (III)   写実主義

       科学内容を持つ。                                                                   

(D)  社会の実情や人間心理の描写を主観とし、その方法としての        (IV) プロレタリア
詩

        写実を主張した理念。          

Choose the correct answer from the options given below :

(A) (A) ( II) ; (B) (IV) ; (C) (I) ; (D) (III) (Correct Answer)
(B) (A) (IV) ; (B) (III) ; (C) (II) ; (D) (I) 
(C) (A) (II) ; (B) (III) ; (C) (IV) ; (D) (I) 
(D) (A) (I) ; (B) (II) ; (C) (III) ; (D) (IV) 

Question No.38 (Question Id - 18)
「火上注油」という四字熟語の意味として最も適当なものを次の (1), (2), (3), (4) 野中か
ら一つ 選びなさい。

(A) よけいなことをして、自体ますます悪化させること (Correct Answer)
(B) 思い直した態度を改める 

(C) 古い習慣に従って改めず、また、その場しのぎに間に合わせのやり方をする 

(D) 人と争わずにうまく物事を運ぶ。 

Question No.39 (Question Id - 3)
下線の漢字の読み方として最も適当なものを(1), (2), (3), (4) の中から一つ選びなさい。

私は発作性頭位眩暈症という病気の症状に襲われました。

(A) はっさ 

(B) ほっさ (Correct Answer)
 

(C) はっさく
(D) ほっさく 

Question No.40 (Question Id - 70)
福徳をもたらす神として信仰されている七人の神のことをなんといいますか。

(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。        

(A) 七福神 (Correct Answer)
(B) 福禄寿 
(C)



八百万の神 

(D) 多神教 

Question No.41 (Question Id - 58)
(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

キリスト教徒で、伝道と労働運動に尽力したが、のち共産主義者になり、日本共産党を
結成し、      

ロシアで死んだのは誰ですか。

(A) 西川幸次郎 
(B) 阿部磯雄
(C) 片山潛 (Correct Answer)

 (D) 木下尚江 

Question No.42 (Question Id - 8)
________に入る最も良いものを、次の (1), (2), (3), (4) の中から選びなさい。

電車の窓から外を見る＿＿＿＿＿＿見ていたら、高校時代の同級生の姿が目に入った。

(A) かたわら 

(B) ともかく (Correct Answer)
 

(C) につれて 

(D) のみならず

Question No.43 (Question Id - 19)
親切すれば自分にも良いことがめぐってくるという意味のことわざを(1), (2), (3), (4) の
中から 選びなさい。

(A) 棚からぼたもち
(B) 情けは人のためならず (Correct Answer)

 
(C) 朱に交われば赤くなる 

(D) 枯れ木も山の賑わい 

Question No.44 (Question Id - 40)
Match List I with List II :

 以下から作者と作品の正しい組み合わせを選びなさい。

               List I                                               List II 

 (A)       村上春樹                                 (I)        『キッチン』             

 (B)       黒柳徹子                                 (II)       『窓際のトットちゃん』



 (C)       有島武郎                                 (III)      『ノルウェーの森』

 (D)       吉本バナナ                             (IV)      『或る女』

Choose the correct answer from the options given below :

(A) (A) (I) ; (B) (II) ; (C) (III) ; (D) (IV) 
(B) (A) (IV) ; (B) (I) ; (C) (II) ; (D) (III) 
(C) (A) (III) ; (B) (II) ; (C) (IV) ; (D) (I) (Correct Answer)
(D) (A) (III) ; (B) (IV) ; (C) (I) ; (D) (II) 

Question No.45 (Question Id - 56)
________に入る最も良いものを、次の (1), (2), (3), (4) の中から選びなさい。

 近代的軍隊を創設するため大村益次郎の発案のついで、山形有朋が実現したのは＿＿
＿＿である。

(A) 廃刀令 
(B) 富国強兵
(C) 四民平等 
(D) 徴兵令 (Correct Answer)

 

Question No.46 (Question Id - 71)
８世紀に、日本の神々は仏と同体と考えられて、本地である仏が日本の人々を救済する
ために仮に 神に姿を変えて現れたことを何といいますか。(1), (2), (3), (4) から正しい答
えを選びなさい。

(A) 本地垂迹(ほんじすいじゃく) (Correct Answer)
 

(B) 神仏習合(しんぶつしゅうごう) 

(C) 輪廻転生(りんねてんせい)

(D) 因果応報(いんがおうほう) 

Question No.47 (Question Id - 16)
「枯れ木も山の賑わい」ということわざの意味を(1), (2), (3), (4) の中から一つ選びなさ
い。
(A) 悪い仕事の習慣をすっかりやめる 

(B) 包み隠していたことをすべて話してしまう

(C) 言い訳が上手、ああ言えばこう言う

(D) 役に立たないようなものでもないよりましだ

(Correct Answer)

Question No.48 (Question Id - 54)



次の (a)と(b)の例文に含まれた2つの語は意味的にどのような関係にあるのか、(1), (2),
(3), (4)

 の用語の中から適当なものを選びなさい。

 

(a)        妻は女の＿＿＿＿である。

(b)        女は妻の＿＿＿＿である。

(A) (a)下位語と(b)上位語 (Correct Answer)
 

(B) (a)上位語と(b)同意語

(C) (a)同意語と(b)逆（反対語） 

(D) (a)下位語と(b)反意語

Question No.49 (Question Id - 74)

Match List I with List II :

 以下の仏教宗派とそれの創立者の正しい組み合わせを選びなさい。

                 List I                                                   List II

(A)       臨済宗(りんざいしゅう)             (I)        最澄    

(B)       浄土真宗                                 (II)       親鸞(しんらん)

(C)       天台宗                                    (III)      空海

(D)       真言宗                                    (IV)      栄西

Choose the correct answer from the options given below :

(A) (A)－(I) ; (B)－(II) ; (C)－(III) ; (D)－(IV)
(B) (A)－(IV) ; (B)－(II) ; (C)－(I) ; (D)－(III) (Correct Answer)

 (C) (A)－(II) ; (B)－(III) ; (C)－(I) ; (D)－(IV) 
(D) (A)－(III) ; (B)－(I) ; (C)－(IV) ; (D)－(II) 

Question No.50 (Question Id - 51)
次の文は何の表現か、下の (1), (2), (3), (4) の中から適当なものを一つ選びなさい。  こ
の本はよく売れている。

(A) 受け身 

(B) 自発 (Correct Answer)
 (C) 可能性

(D) 推量 



Question No.51 (Question Id - 50)
下記の文の下線の「に」格は何を指していますか。

  父は朝早く釣りに出掛けた。       

(A) 着点 
(B) 起点 
(C) 着点→対象 
(D) 着点→目的 (Correct Answer)

Question No.52 (Question Id - 2)
下線の漢字の読み方として最も適当なものを(1), (2), (3), (4) の中から一つ選びなさい。

私は発作性頭位眩暈症という病気の症状に襲われました。

(A) おそわれました (Correct Answer)
(B) きよわされました 

(C) つくわされました。 

(D) きゅうわされました 

Question No.53 (Question Id - 88)
(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

Research problem is selected from the stand point of_____________.

(A) Social relevance (Correct Answer)
 (B) Financial support 

(C) Researcher’s interest 
(D) Availability of relevant literature

Case Study - 54 to 57 (Question Id - 91)

Question No.54 (Question Id - 92)
(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

今までと違わない選択とは何ですか。

(A) 同じ姓を選ぶ (Correct Answer)
(B) 別姓を選ぶ 

(C) 事実婚をする 

(D) 妻の姓を選ぶ 

Question No.55 (Question Id - 93)



(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

もっとも別姓を望んでいるのはどんな人たちですか。

(A) 多くの働いている女性 (Correct Answer)
(B) 一人っ子の女性 

(C) 事実婚をしている人たち 

(D) 高い地位にいる人たち 

Question No.56 (Question Id - 94)

(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

どうして「選択的夫婦別姓」の問題が出てきましたか。

(A) 他の国が「選択的夫婦別姓」だから 

(B) 国が個人の生活に干渉したくないから 

(C) 個人主義が’広まったから
(D) 女性の社会進出が進んだから (Correct Answer)

 

Question No.57 (Question Id - 95)

(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

著者の「選択的夫婦別姓」に対する意見はどれですか。

(A) 全面的に賛成 

(B) 個人の選択が増えるという点で賛成 (Correct Answer)
 

(C) 別姓の過程には問題が起きるが賛成
(D) 子供のために反対 

Question No.58 (Question Id - 81)
儒学の一派で、鎌倉時代に禅僧によって伝えられて、幕府の御用学問となったのはつぎ
の どれですか。

(A) 朱子学 (Correct Answer)
(B) 古学 
(C) 心学 
(D) 国学 

Question No.59 (Question Id - 43)
「昔話」といえば、以下のどれに当てはまりますか。
(A) 昔話は東西を問わず、時代、場所と人物が不特定である。 (Correct Answer)
(B) 昔話は時、場所と人物を特定するものである。 



(C) 昔話は、事実の伝達だけを重要にする。 

(D) 昔話は、読者と人々に信じられることを欲している。 

Question No.60 (Question Id - 78)
木下順庵に学んで朱子学者として優れ、将軍家宣・家継につかえて文治政治を行ったの
は誰 ですか。(1), (2), (3), (4) の中から選びなさい。

(A) 山鹿素行 
(B) 賀茂真淵
(C) 新井白石 (Correct Answer)

 (D) 平賀源内 

Question No.61 (Question Id - 28)
Match List I with List II :

 以下の小説の種類と書名の正しい組み合わせを選びなさい。

           List I                                          List II 

(A)       滑稽本                           (I)        竹斎(ちくさい)

(B)       仮名草子                        (II)       東海道中膝栗毛(とうかいどうちゅうひざくりげ)

(C)       読本                              (III)      好色一代男

(D)       浮世草子                        (IV)      雨月物語

Choose the correct answer from the options given below :

(A) (A) (II) ; (B) (I) ; (C) (IV) ; (D) (III) (Correct Answer)
(B) (A) (I) ; (B) (II) ; (C) (III) ; (D) (IV) 
(C) (A) (III) ; (B) (IV) ; (C) (II) ; (D) (I) 
(D) (A) (IV) ; (B) (III) ; (C) (I) ; (D) (II) 

Question No.62 (Question Id - 66)
家庭内や工場などからの廃棄物が増加し、環境汚染や環境破壊の一因となっている問題
を何といい ますか。(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを一つ選びなさい。        

(A) ゴミ問題 (Correct Answer)
(B) ゴミ分別収集 

(C) 産業廃棄物 
(D) リサイクル 

Question No.63 (Question Id - 37)
以下から正しいものを選びなさい。

 1906 年に、島崎藤村の 『破壊』と田山花袋の



『布団』によって成立した文学運動はどれですか。

(A) 国粋主義 
(B) 写実主義
(C) 浪漫主義 
(D) 自然主義 (Correct Answer)

 

Question No.64 (Question Id - 26)
『万葉集』の主な歌人は以下のどれですか。
(A) 大伴家持 (Correct Answer)

 (B) 紫式部 
(C) 稗田阿礼 
(D) 太安万侶

Case Study - 65 to 69 (Question Id - 96)
下記の文章を読んで、後の質問に答えなさい。

年齢というのは、相手を理解するうえでの1．重要なキーワードだと、私は思っている。同じく、自
分を理解してもらう上での必要なキーワードでもある。

「同じ世代だったんですね。じゃあ、あれ、ご存じでしょ？」ということもあれば、

「へえ、十歳違うと、やっぱり考え方が異なってくるものですねえ」ということもあるだろう。

それにわたしは、2．自分の年齢を恥じたりしていない。若くして亡くなり人もいるというのに、私
はいま現在で半世紀もの年月を生きることができた。いやなこともいいこともいっぱいあっ たが、そ
のどれもが、かけがえのない私の人生、一念たりとも否定したりごまかしたりしたくはない。

しかし、かなりの文化人ではあっても、女性の中には年齢を公にしたがらないほうが結構いらっしゃ
るようだ。あるシンポジウムに参加した時、パンフレットのパネラー紹介で、私のところだけ年齢が
なかった。他のパネラーは男性で、全員、ちゃんと年齢が記されている。どうしてでしょうと問い合
わせると、3．女性の方は年齢を入れないでほしいとおっしゃる方が多いので、と言わ れた。

 
４．＿＿＿＿勝手に気遣って、私だけ年齢を伏せてくださったというわけだ。よけいなお世話であ
る。ひとこと、どうしますかとたずねてほしかったのにと、5．かえって腹が立った。

                                                           山崎洋子「年齢は堂々と口にしよう」

Question No.65 (Question Id - 97)
(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

1.         「重要なキーワードだ」とあるが、なぜキーワードなのですか。

(A) お互いを理解するのに重要な手掛かりになるから (Correct Answer)
(B) 自己紹介の時に言わなければならない事柄だから 

(C) 見かけにだまされないようにするのに重要だから 

(D) 年齢が違えば話し方を変えなければならない 



Question No.66 (Question Id - 98)
(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

  (2)「自分の年齢を恥じたりしていない」とあるが、なぜ恥じたりしないのですか。

(A) これからも長生きをする自信があるから。 

(B) 今までの人生は自分にとって貴重だから。 (Correct Answer)
(C) いやなことをたくさん解決してきたから。 

(D) 本当の年齢よりももっと若く見られるから。 

Question No.67 (Question Id - 99)
(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

(3)「女性の方は年齢を入れないでほしいとおっしゃる方が多いので、といわれた」とあ
るが、誰に 言われたのですか。

(A) パネラーの男性 

(B) 文化人の女性 

(C) シンポジウムの主催者 (Correct Answer)
(D) シンポジウムの参加者 

Question No.68 (Question Id - 100)
(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

4 ＿＿＿＿に入る最も適当な言葉を 1．2．3．4．の中から一つ選びなさい。

(A) けれども 

(B) ですから 

(C) つまり (Correct Answer)
(D) しかし 

Question No.69 (Question Id - 101)
(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。 5「かえって腹が立った」とある
が、なぜ腹が立ったのですか。

(A) 年齢が書かれたくなかったのに、書かれてしまったから。 

(B) パネラーは自分だけが女性で他の人は皆男性だったから。 

(C) 文化人であっても年齢を公にしたがらない女性が多いから 

(D) 相手が、筆者も年齢を書かれたくないだろうと考えたから (Correct Answer)

Question No.70 (Question Id - 14)
次の文の＿＿＿＿に入れる最も良いものを、(1), (2), (3), (4) の中ら一つ選びなさい。

 こんな成績では、進学はおろか、＿＿＿＿＿＿＿。



(A) ひらがなも読めない 

(B) 卒業もできない (Correct Answer)
(C) 勉強できない 

(D) 仕事もできない 

Question No.71 (Question Id - 29)
質問を読み、(1), (2), (3), (4) から一番適当なものを一つ選びなさい。

  歴小説は以下のどれに当てはまりますか。       

(A) 中古後期に、貴族たちが過去の栄華を懐かしくおもうために書き出したもの。
(Correct Answer)

 (B) 六国史の一部で、日本の国史とも言われるもの。 

(C) 源氏物語の歴史的な部分を指示するもの。 

(D) 日本最古の歴史書。

Question No.72 (Question Id - 90)
(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

A reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a
universal statement is called____________________.

(A) Deductive Reasoning
(B) Inductive Reasoning (Correct Answer)

 (C) Abnormal Reasoning 
(D) Transcendental Reasoning 

Question No.73 (Question Id - 30)
『古今集』序に論評された、平安初期の6人の和歌の名人のことをなんといいますか。  

 
(A) 六歌仙 (Correct Answer)
(B) 六国史 
(C) 小説家 
(D) 編集者 

Question No.74 (Question Id - 55)
次の例文に含まれている指示代名詞はどのように用いられているのですか。(1), (2), (3),
(4) の用法から適当なものを選びなさい。

あなたと一緒に旅行したあの頃がなつかしいね。       

(A) 遠近型 
(B) 両方知識 (Correct Answer)

 (C) 未来 
(D) 一方知識



Question No.75 (Question Id - 59)
(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

日本的なものを極端に強調し、国力の発展をはかる思想は何ですか。

(A) 国家主義
(B) 民主主義 
(C) 国粋主義 (Correct Answer)

 (D) 社会主義 

Question No.76 (Question Id - 60)
Match List I with List II :

List I のものと List IIのものを結びなさい。   

             List I                                                   List II

(A)       源頼朝                                      (I)        邪馬台国         

(B)       仁徳大使                                  (II)       鎌倉幕府

(C)       空海                                         (III)      金剛峯寺

(D)       卑弥呼                                      (IV)      世界一広い墓

Choose the correct answer from the options given below :

(A) (A)－(I) ; (B)－(III) ; (C)－(II) ; (D)－(IV) 
(B) (A)－(II) ; (B)－(I) ; (C)－(III) ; (D)－(IV)
(C) (A)－(II) ; (B)－(IV) ; (C)－(III) ; (D)－(I) (Correct Answer)

 (D) (A)－(IV) ; (B)－(II) ; (C)－(I) ; (D) －(III) 

Question No.77 (Question Id - 38)
以下の文章は日本のどの作者に当てはまりますか。ただしいものを 選びなさい

 明治の女流文学の第一人者として知られ、『大つごもり』『にごりえ』『たけくら
べ』等は代表 作で、森鴎外や幸田露伴らに激賞された。

(A) 樋口一葉 (Correct Answer)
(B) 与謝野晶子 
(C) 吉本バナナ 

(D) 有吉佐和子 

Question No.78 (Question Id - 33)
以下の作品の出版年を古いものから新しいものにアレンジした答えを選びなさい。       

  (A)       『源氏物語』                                   

  (B)       『浜松中納言物語』                       

  (C)       『狭衣物語』           



  Choose the correct answer from the options given below :

(A) (A) ; (B) ; (C) (Correct Answer)
(B) (C) ; (B) ; (A) 
(C) (A) ; (C) ; (B) 
(D) (B) ; (A) ; (C) 

Question No.79 (Question Id - 83)
『大日本史』はいつからいつまでにわたって完成されたのですか。
(A) 戦国時代から明治時代にわたって 

(B) 明治時代から大正時代にわたって 

(C) 光圀(みつくに)時代から明治時代にわたって (Correct Answer)
(D) 江戸時代から大正時代にわたって 

Question No.80 (Question Id - 62)
世界的に貴重な自然や建造物、遺跡などを保護するために採用された条約をなんといい
ますか、  

(1), (2), (3), (4) の中から正しいものを選びなさい。

(A) 世界貴重条約 
(B) 世界遺産条約 (Correct Answer)
(C) 世界自然条約 
(D) 世界奇跡条約 

Question No.81 (Question Id - 75)
Match List I with List II :

以下から正しい組み合わせを選びなさい。

            List I                                                                               List II

(A)       民間信仰による、人生で一番不幸や災難の                 (I)        氏神(うじがみ)

           おこりやすい年齢のことである。

(B)       神道の神を礼拝するために家庭内に置かれた              (II)       厄年(やくどし)

           祭壇(さいだん)

(C)      本来は、氏（一族）の守護神(しゅごしん)                   (III)      神棚(かみだな)

(D)       インドの菩提達磨(ぼていだるま)の人形。                  (IV)      達磨(だるま)

            彼は中国に渡り、禅宗の始祖となった。

Choose the correct answer from the options given below :

(A) (A)－(II) ; (B)－(III) ; (C)－(I) ; D－(IV) (Correct Answer)
(B) (A)－(I) ; (B)－(II) ; (C)－(III) ; D－(IV) 



(C) (A)－(III) ; (B)－(I) ; (C)－(IV) ; D－(II) 
(D) (A)－(IV) ; (B)－(I) ; (C)－(II) ; D－(III) 

Question No.82 (Question Id - 64)
以下の説明に当てはまるものはどれですか。(1), (2), (3), (4)から正しいものを一つ選び
なさい 国民の祝日で、成年（満２０歳）に達した男女を祝いはげます日。一月１５日
だったが、2000 年 から一月第 2 月曜日になりました。

(A) 成人の日 (Correct Answer)
(B) 聖人の日 

(C) 子供の日 

(D) お正月 

Question No.83 (Question Id - 63)
連歌、連句、俳句で、句の季節を示すためによみこむように特に定められた語は、どれ
ですか

 以下の (1), (2), (3), (4) の中から正しいものを選びなさい。

(A) 綺語 
(B)  
(C) 季語 (Correct Answer)
(D) 気候 

Question No.84 (Question Id - 76)
江戸後期の蘭医で、蘭学の入門書『蘭学階梯』を著したのは誰ですか。 (1), (2), (3), (4)
の中から 選びなさい。

 
(A) 大槻玄沢 (Correct Answer)

 (B) 林子平 
(C) 伊藤仁斎 
(D) 平賀源内

Question No.85 (Question Id - 73)

全ての物事に霊魂が宿っており、様々な現象はその霊魂の働きだと考える信仰の在り方

を  なんといいますか。(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

(A) アニメーション 

(B) アニバーサリー 

(C) アニメイト 

(D) アニミズム (Correct Answer)

Question No.86 (Question Id - 45)
以下の文章はどの話からの抜粋ですか、正しいものを (1), (2), (3), (4) 選びなさい。



何日かして、太郎は船にのって魚をとっていました。すると、「太郎さん、太郎さん」
と呼

ぶ声がしました。すると、大きな亀が船のそばにいました。「私は、あなたに助けてい
ただい

た亀です。お礼にあなたを竜宮へお連れしますので、どうか私の背中にのってくださ
い」とい

いました。

(A) 猿蟹合戦 
(B) かぐや姫 

(C) 桃太郎 
(D) 浦島太郎 (Correct Answer)

Question No.87 (Question Id - 57)
(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

4世紀前半、朝鮮半島の西南地方にあって、高句麗・新羅の圧迫を受け、日本に援助を
求めた

ので、日本との関係が深かった国は次のどれですか。

(A) 任那 
(B) 百済 (Correct Answer)
(C) 長安 
(D) 隋の国 

Question No.88 (Question Id - 5)
下線の言葉の漢字として最も適当なものを(1), (2), (3), (4) の中から一つ選びなさい。

僕はあざむかれた。あの人は嘘をつき秘密を明かすよりも死を選んだ。

(A) 媒かれた 

(B) 謀かれた
(C) 某かれた 

(D) 欺かれた。 (Correct Answer)
 

Question No.89 (Question Id - 84)
「心学」とは何ですか。
(A) 日本の古典や古代の思想を究明しようとした学問       

(B) 儒教・仏教・神道などを混ぜて庶民にわかりやすく説き聞かせる強化運動
(Correct Answer)

 (C) 朱子学・陽明学のような後代の解釈を排して儒教の根本に立ち戻ろうとした学
問



(D) 西洋の学問を日本に広めようとした学問 

Question No.90 (Question Id - 20)
「三つ子の魂百まで」ということわざの意味を (1), (2), (3), (4) の中から一つ選びなさ
い。

(A) 物事の成り行きがどうなるかはらはらするということ 

(B) 生命ほど大切な宝はないということ 

(C) 幼いころの性格や気質は、年とっても変わらないということ (Correct Answer)
(D) 役に立たないようなものでもないよりましだということ 

Question No.91 (Question Id - 46)
母を殺されたこガニが協力者を得て、猿をやっつける話は以下のどれですか。
(A) 猿蟹合戦 (Correct Answer)
(B) 鶴の恩返し 

(C) 桃太郎 
(D) カチカチ山 

Question No.92 (Question Id - 68)
Match List I with List II :

 以下に述べてある社会現象の説明とそれに当てはまるキーワードの正しい組み合わせ
を選びなさい。

            List I                                                                                  List II

(A)       夫婦がともに働いて一家の生計を                                   (I)        待機児童

          たててゆくこと。

(B)       夫婦とその未婚の子女とからなる家族のこと。                 (II)       夫婦別姓

(C)       夫婦が同一の氏を称することなく、                                (III)      共働き

           それぞれ婚姻前の氏うぃ称することを

           認める制度。

(D)       保育園に入園の希望をしたものの入園できず、                 (IV)      核家族化

           入園待機となる子供のこと。          

Choose the correct answer from the options given below :

(A) (A)－(I) ; (B)－(II) ; (C)－(III) ; (D)－(IV) 
(B) (A)－(II) ; (B)－(III) ; (C)－(I) ; (D)－(IV) 
(C) (A)－(III) ; (B)－(IV) ; (C)－(II) ; (D)－(I) (Correct Answer)
(D) (A)－(IV) ; (B)－(I) ; (C)－(II) ; (D)－(III) 



Question No.93 (Question Id - 85)
国学者の「国学四大」の学者は誰でしたか。次の (1), (2), (3), (4) の中から選びなさい。

 
(A) 契沖・賀茂真淵・荷田春満・本居宣長 (Correct Answer)
(B) 契沖・林子平・荷田春満・本居宣長 
(C) 賀茂真淵・林子平・荷田春満・伊藤仁斎 
(D) 平賀源内・賀茂真淵・本居宣長・伊藤仁斎 

Question No.94 (Question Id - 21)
森鴎外の小説『舞姫』の主人公が留学していたのはどこの国ですか。
(A) フランス 

(B) ドイツ (Correct Answer)
(C) 中国 
(D) アメリカ 

Question No.95 (Question Id - 87)
(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

Which is the odd one in the following

(A) Descriptive 
(B) Analytical 
(C) Logical 
(D) Experimental (Correct Answer)

Question No.96 (Question Id - 86)
(1), (2), (3), (4) の中から正しい答えを選びなさい。

In the process of conducting research “Formulation of Hypothesis” is followed by

____________.

(A) Statement of Objectives 
(B) Analysis of Data
(C) Selection of Research Tools (Correct Answer)

 (D) Collection of Data 

Question No.97 (Question Id - 15)
どんなに小さくて弱いものでも意地があるという意味のことわざを(1), (2), (3), (4) の中
から

選びなさい。

(A) 三つ子の魂百まで 

(B) 藁(わら)にも縋(すが)る 

(C) 一寸の虫にも五分の魂 (Correct Answer)
(D) かわい子には旅をさせよ 



Question No.98 (Question Id - 77)
朱子学・陽明学のような後代の解釈を排して、儒教の根本に立ち戻ることを主張した学
派は  次の (1), (2), (3), (4) の中からどれですか。           

(A) 心学
(B) 国学 
(C) 水戸学 
(D) 古学 (Correct Answer)

 

Question No.99 (Question Id - 27)
以下から正しい答えを選びなさい。

『古事記』の内容に最も近いものは次のどれですか。

(A) 上・中・下の三巻より成り、聖徳太子の人生についておもに書いてある。 

(B) 上・中・下の三巻より成り、天武天皇の勅により誦習(しょうしゅう)した帝紀
(ていき)および先代の旧辞(きゅうじ)を     太安万侶が撰録(せんろく)したもので
ある。

(Correct Answer)
(C) 上・中・下の三巻きより成り、地方別に風土・産物・文化のほかの情勢を記し

たものである。 

(D) 上・中・下の三巻きよりなり、仏教の伝来について書いてある。 

Question No.100 (Question Id - 1)
下線の言葉の漢字として最も適当なものを (1), (2), (3), (4) の中から一つ選びなさい。

にんしんだから休まなきゃいけないのに、いろいろ予定を詰め込んでいます。

(A) 妊辱 
(B) 妊辰 
(C) 妊娠 (Correct Answer)
(D) 妊振 
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