
一般常識-‘1（解答番号ﾛｺ～□圧））レ平成28年皮∧　　　　　　▽　　　十

各問題に対する解答は配付したマークシートの解答欄にマータすること。例えば「ii‾1と表示のある問廸に対して⑤と解答する場合は、解答

看号「‾i5¬の解答欄の⑤にマー々すること。

１

次の(1)～(4)の各文章を読み、それぞれの問に答えなさい。 (22点)

（1）日本の20U年度予算の一般会計総額は約（　ア　）である。借金にあたる公償金を除いた歳入から、過去の借金の

　　元利払いにあたる国債費を除いた歳出を差し引いた（　イ　）は約23兆円の赤字である。

問１　空欄アにあてはまるものを、次の①～⑤から１つ選び、番号で答えなさい。（3点）

　①41兆円　　　　②55兆円　　　　③71兆円　　　　④92兆円

問２　空欄イにあてはまるものを、次の①～⑤から１つ選び、番号で答えなさい。（3点）

　①シーリング　　　②需給ギャップ　　③ファンダメンタルズ

　④プライマリー・バランス　　　　　　　⑤ベーシヅクインカム

⑤116兆円 アロロ

イ[工]

（2）財務省発表の2010年の国際収支状況（速報）によれば、日本の（　ウ　）は約17.1兆円の黒字で、黒字額は３年ぶ

　　りに増加した。（　ウ　）のうち､｡貿易収支は前年の倍近い約8.0兆円の黒字となった。また、同省発表の2011年ｉ

　　月の貿易統計によれば、日本の貿易の品目別輸出額が最も大きかった品目は（　エ　）で、輸入額が最も大きかった

　　品目は（　オ　）であった。

問１　空欄ウにあてはまるものを、次の①～⑤から１つ選び、番号で答えなさい。（3点）

　①経常移転収支　　②経常収支　　　　③資本収支　　　　④所得収支

問２　空欄エ、オにあてはまるものを、次の①～⑦から１つずつ選び、番号で答えなさい。

①医薬品

⑤自動車

②衣類及び付属品

⑥鉄鋼

③原動機

⑦半導体等電子部品

④原油及び粗油

⑤投資収支 牡工］

(各２点×2＝4点)

　　　　ェ○コ

　　　　オ[工]

（3）2009年の農林水産統計によれば、部門別の農業産出額で、米の産出額が最も多かった都道府県は（　カ　）で、全国

　　総産出額の約8％を占めた。生乳の産出額が最も多かったのは北海道で、全国総産出額の約（　キ　）を占めた。

問１　空欄カにあてはまるものを、次の①～⑤から１つ選び、番号で答えなさい。（2点）

　①秋田県　　　　　②茨城県　　　　　③沖縄県　　　　　④鹿児島県

問２　空欄キにあてはまるものを、次の①～⑤から１つ選び、番号で答えなさい。（3点）

　①19％　　　　　②31％　　　　　③45％　　　　　④63％

⑤新潟県

⑤84％

眉コロ

キ∩『

（4）金（きん）を除く外貨準備高が多い国の上位５カ国（2010年９月時点）を見ると、１位に（　ク　）、３位に（　ケ　）

　　５位にインドと、BRICsのうち３カ国が上位に入っている。　日本は約1.1兆米ドルで２位である。

問１　空欄ク、ケにあてはまるものを、次の①～⑦から１つずつ選び、番号で答えなさい。

①英国

⑤フランス

②韓国

⑥米国

③中国

⑦ロシア

④ドイツ

２以下の記述のうち、間違っているものを、次の①～④から１つ選び、番号で答えなさい。（3点）

①ある国の通貨に対して円高のとき、その国の物価は円に換算すると高くなる。

②ある国の通貨に対して円安のとき、jﾖ本の物価はその国の通貨に換算すると安くなる。

③ある国の通貨と他国の通貨の交換比率を外国為替相場という。

④各国の通貨を売買する市場を外国為替市場という。

(各２点×2＝4点)

　　　　クロロ

　　　　ケロロ

｢可‾1

く受験者本人の参考用としての個人使用以外の行為を禁ずる。複製・転売を禁ずる｡〉



皿 ふ ふ

一般常識－2（解答番号目T‾1～［コE］）

３

平成23年度

次の文章を読み、問1～問２に答えなさい。（9点）

2010年の訪日外国人客（以下、訪日外客）数は前年比26.8％増の861万1､175人と過去最高を記録した。国・地域別

で訪日外客が最も多かったのは（　ア　）で、前年比53.8％増であった。２位は（　イ　）からの訪日外客で、前年まで

２位であった（　ウ　）からの訪日外客を抜いた。国は、将来的に筋目外客数を年間3､000万人とすることを目指してお

り、その第１期として2013年までに年間（　エ　）を誘致することを目標としている。

問１　空欄ア、イ、ウにあてはまるものを、次の①～⑩から１つずつ選び、番号で答えなさい。

①インド

⑥シンガポール

⑨フランス

②英国

⑦タイ

⑩米国

③オーストラリア

⑧台湾

⑩香港

問２　空欄エにあてはまるものを，次の①～⑤から１つ選び，

　①1,000万人　　②1,200万人　　③1,500万人

④カナダ

⑨中国

＠マレーシア

番号で答えなさい。

　④2,000万人

⑤韓国

⑩ドイツ

⑩ロシア

(3点)

　⑤2,500万人

(各２点xa＝6点)

　　　　ア[五]

　　　　イ[亘]

　　　　ウ｢司

エ「司

４次の(1)～(5)の文章の空欄ア～オiこあてはまるものを、それぞれの選択肢①～⑤から１つ選び、番号で答えなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12点)

（1）（　ア　）では2010年10月に４木目の滑走路の供用が開始し、飛行機の発着枠が増え、32年ぷりに国際線定期便

　　が復活した。（2点）

①関西国際空港　②中部国際空港　③東京国際空港（羽田空港）

④成田国際空港　⑤福岡空港

（2）（　イ　）は、訪口外囚人客の宿泊にふさわしい宿泊施設の整備の促進を目的l

①景観法

④旅館業法

②国際観光ホテル整備法

⑤旅行業法

ア[亘]

こ1949年に制定された法律である。

③総合保養地域整備法

　（2点）

イ「司

（3）1972年開催の（　ウ　）総会で採択された世界遺産条約に基づき世界遺産リストに記載されたもめが世界遺産である。

　　2011年４月現在、日本には14の世界遺産がある。（2点）

①IMF ②IFAD ③ＵＮＤＰ ④UNEP ⑤UNESCO
汀‾行‾1

（4）2008年度の日本における旅行消費額の付加価値効果は26.5兆円で、同年度の日本の名目GDP（国内総生産）の

　　　（　エ　）に相当する。（3点）

①1.2％ ②2.5％ ③5.3％ ④10.8％ ⑤15.4％ パ‾徊‾|

（5）日本政府観光局（JNTO）の調査によると、2009年に観光目的で訪日した旅行客が訪日前に期待したことの１位は
　（

①

オ　）であった。（3点）

自然景観 ②スポーツ ③日本の食事 ④繁華街の見物　⑤ファッション オ[亘]

５以下の記述のうち、間違っているものを、次の①～⑤から１つ選び、番号で答えなさい。（4点）

　　　①2009年に策定された日本政府の新成長戦略（基本方針）で、観光立国・地域活性化は六つの成長戦略分野の一つ

　　　　として位置づけられている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ

　　　②世界の航空会社による３大国際航空連合のうち、2011年４月現在、全日本空輸はワンワールドに、日本航空はス

　　　　ターアライアンスに加盟している。

　　　③日本は、治療や健診が目的の外国人の訪日を促進する医療ツーリズムに力を入れている。2011年Ｌ月に、治療等

　　　　が目的の訪日外国人に発給される医療滞在査証（ビザ）が創設された。

　　　④温泉は、最近では訪日外国人客にも人気が高いが、温泉法に基づいて利用の適正が図られ、保護されている。

　　　⑤訪日外国人客への対応が可能な観光案内所「ビジット・ジャパン案内所」は2010年９月に、日本全国で300ヵ所

　　　　となった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「面‾1

く受験者本人の参考用としての個人使用以外の行為を禁ずるi複製・転売を禁ずる｡〉



一般常識－3（解答番号［コロ～（‾面‾¬） 平成23年度

６　国会に関する次の文章を読み、問1～問５に答えなさない。（Ｕ点）

問５　空欄Ｅにあてはまる適切な語句を、

　　①３分の１以上　　②過半数

①地域納税 ②地域寄付控除 ③ふるさと減税

「特別国会」と種類があるが、そのうち「通

（2点）

⑤12月

⑤両院協議会

｢汗｣

｢司

皿
　
皿

[圧]

[亘]

｢司

　国権の最高機関であ゜てヽ唯‾の立法機関であるＡ国会はヽ衆議院及び参議院から構成されている．衆議院では与党が

過半数を占める一方で、参議院では野党が過半数を占めている状態のことを「ねじれ国会」と呼んでおり、両院の議決が

一致しないときに問題となる。

　予算の議決（衆議院で先議）、条約の承認、内閣総理大臣の指名に関しては、出席議員の（　Ｂ．）の賛成で可決される。衆

参両議院の議決が異なった場合には、必ず（　Ｃ　）が開催される。しかし、（　Ｃ　）において意見が一致しない場合、また

は衆議院での議決後30日（内閣総理大臣の指名では10日）を超えても参議院で議決を得られないときは、（　Ｄ　）

　法律案は、衆議院・参議院のどちらからでも審議を始めることができる。議長に提出されると、両院に設置された常任

委員会と特別委員会で審査が行われる。その上で本会議において議決が行われ、出席議員の（　Ｂ　）の賛成で可決される。

もし、衆議院では可決されたが参議院では否決された場合は、衆議院の意向次第で（　Ｃ　）を開いて協議することもある。

しかし、（　Ｃ　）が開催されない場合、または開催されても成案が得られない場合は、衆議院が出席議員の（　Ｅ　）の賛成

で再可決すれば、衆議院の議決が国会の議決となり、法律案は成立する。

問１　文章中の下線Ａに関連して、国会にはいわゆる「通常国会」「臨時国会」

　　　常国会」が召集されるのは何月か？　次の①～⑤から１つ選びなさい。

　　①１月　　　　　　②３月　　　　　　③４月　　　　　　④９月

問２　空欄Ｂにあてはまる適切な語句を、次の①～⑤から１つ選びなさい。（2点）

　　①３分の１以上　　②過半数　　　　③３分の２以上　　④４分の３以上　⑤５分の４以上

問３　空欄Ｃにあてはまる適切な語句を、次の①～⑤から１つ選びなさい。（2点）

　　①衆参合同会　　　②衆参協議会　　③両院合間会　　　④両院総会

問４　空欄Ｄにあてはまる適切な記述を、次の①～⑤から１つ選びなさい。（2点）

　　①衆議院で出席議員の３分の２以上の賛成で再可決されると国会の議決となる。

　　②衆議院で出席議員の過半数の賛成で再可決されると国会の議決となる。

　　③衆議院の議決が国会の議決となる。　　　　　Ｉ　　．　　　　Ｉ　　　　　　　　Ｉ

　　④参議院の議決が国会の議決となる。

　　⑤審議未了となり会期終了とともに廃案となる。

次の①～⑤から１つ選びなさい。（8点）

　　③３分の２以上　　④４分の８以上　⑤５分の４以上

７次の(1)～(5)について、もっとも適当なものを、次の①～⑤からそれぞれ１つ選びなさい。(14点)

(1)2010年７月時点における生活保護の受給巻数の実員数にもっとも近いのはどれか。(3点)

　　　①９万２千人　　　②92万４千人　　③192万４千人　　④292万４千人　⑤392万４千人

（2）自分の故郷や応援したい都道府県や市町村に対して、個人が5000円を超える寄付を行ったときに、所得税と個人住

　　民税から一定の控除を受けることができる制度が2008年の税制改正で導入されたが、一般にこの制度は何と呼ぱれ

　　ているか。（3点）

④ふるさと納税　⑤納税地選択

（i）、地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で､その議決により特に指定したものは､地方公共団体の長により（Ａ）

　　にすることができる。また（Ａ）をしたときは、地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。（A）

　　に入るものはどれか。（2点）

　　①首長決定　　　　②行敵手続　　　③先行処分　　　　④専決処分　　　⑤行政処分　　　　　□涯］

（4）地方公共団体において、自主財源を創設することができるようになった。その例として東京都の「宿泊税」があるが、

　　これはどの種類の税として扱われているか。（3点）

　　①都市計画税　　　②法定外目的税　③特別地方消費税　④法定外普通税　⑤事業税　　　　　　「面‾|

（6）日本政府は、アニメや漫画、ゲームなどの日本の現代文化を海外に発信する取り組みに力を入れ始めた。この取り組

・　みを何というか。（3点）

　　①イマジン。‘ジャパン　　　　②クール・ジャパン　　　　　　③ポップ・ジャパン　　　　　　　「蒔¬

　　④スマート・ジャパン　　　　　⑤コンテンツ・ジャパン

く受験者本人の参考用としての個人使用以外の行為を禁ずる。複製・転売を禁ずる｡〉



一般常識－4 （解答番号「万F¬～「コFI」 平成23年度

８　日本建築に関する次の文章を読み、問1～問２に答えなさい。（9点）　＞

　雨が多く、夏の日差しが強い日本の気候に適合するように、日本建築の屋根には急勾配で軒が大きく張り出していると

いう特徴がある。その屋根の主要な形として３つあげられる。１つは、屋根のもっとも高い水平の部分である棟から両側

に流れ２つの斜面をもつ形式であり、（　Ａ　）と呼ばれている。これは岫中社建築に多く見られる。２つめは、棟から四方

にながれ､台形と三角形をつくる（Ｂ　）であり､寺院建築で多く使われそいる｡３つめは上半分が（Ａ）､下半分が（　Ｂ）

の形式をもつ（　Ｃ　）であり、城郭建築に多く見ることができる。

問１ 　文章中の空欄A～Cにあてはまるものを、次の①～⑩からそれぞれ１つ選びなさい。（各２点×3＝6点）

①陸屋根　　　　　②両流れ　　　　③切妻造　　　　④校倉造　　　　⑤入母屋造

⑥宝形造　　　　　⑦寄棟造　　　　⑧片流れ　　　　⑨破風　　　　　⑩台形造

Ａ
Ｂ
Ｃ

　間２　文章中の下線Ｄに関する以下の文章の中で、間違っているものはどれか。次の①ぺ･⑤から１つ選びなさい。（3点）

　　　①棟に直角に短い木材を並べたものを「堅魚木」と呼び、数が多いほど格式が高いとされている。

　　　②屋根の妻の骨組みが屋根から突き出しjてデザイン化されたものを「千木」と呼ぶ。　　　　　、　　　　『i嗣

　　　③「権現造」とは、本殿と拝殿を石の間で結ぶ様式であり、人または神とあがめられた人を祀る「霊廟」に

　　　　よく用いられる。

　　　④「神明造」の建築様式となっている伊勢神宮においては、社殿の敷地は２つ併置されており、50年ごと

　　　　に交互に繰り返して社殿の建て替えをする「式年遷宮」が行われている。

　　　⑤「流造」と「春日造」はともに、屋根の前面に礼拝のための庇をつけた形式の社殿であり、これら２つ

　　　　の様式は全国に広くみられる。

９　日本茶に関する次の文章を読み、問１に答えなきい。（3点）

　　日本茶は、茶菓の栽培や摘採時期、製法、加工方法の違いにより様々な種類に分けられる。一定の期間に覆いをするこ

ーとで茶樹にあたる日光を避ける覆下栽培によるものとして、（　Ａ　）と「抹茶」がある。そのうち（　Ａ　）は20 1Ξ|以上覆い

　をかけたものであり、日本茶の中でも最上級にランク付けされている。「抹茶」は、乾燥した礦茶を石臼で挽いて作る微粉

　末状のものである。露天栽培によるものとしては、まず、印本茶の消費量の７割近くを占めるとされる（　Ｂ　）があり、摘

　み取った生葉をすぐに蒸して酸化酵素の働きを止め、茶を何段階にも分けて揉みつつ、乾燥させながら針状に形を整えて

　製造したお茶のことをいう。次に、硬い菓や古葉で作られた下緑茶を（　Ｃ　）と呼ぶ。さらに、（　Ｂ　）などを褐色になる

　まで強火で焙煎したものを（　Ｄ　）という。

　問１　文章中の空欄Ａ～Ｄにあてはまるものの組み合わせとしてもっとも適切なものを､次の①～⑥から１つ選びなさい。

①
②
③
④
⑤
⑥

Ａ：玉露

Ａ：煎茶

Ａ：玉露

Ａ：玉露

Ａ：煎茶

Ａ：煎茶

Ｂ：煎茶

Ｂ：やぷきた茶

Ｂ：煎茶

Ｂ：煎茶

Ｂ：やぷきた茶

Ｂ：やぶきた茶

Ｃ：玄米茶

Ｃ：ほうじ茶

Ｃ：番茶

Ｃ：ほうじ茶

Ｃ：番茶

Ｃ：ほうじ茶

Ｄ：ほうじ茶

Ｄ：玄米茶

Ｄ：ほうじ茶

Ｄ：番茶尚

Ｄ：ほうじ茶

Ｄ：番茶

｀10京都花街に関する次の文章を読み、問1～問２に答えなさい。（7点）

　　京都の花街において（Ａ）や（　Ｂ　）は、「お茶屋」のお座敷で日本の伝統文化の芸事を披露するとともに、お客を楽し

　ませることを仕事としている。（　Ａ　）は15～20歳くらいの女性であり、その身なりの特徴としては､地毛に髪を結い「花

　かんざし」をつけていること、帯は先端をひざ裏にかかるくらいに垂らすFだらりの帯」であること、「おこぼ」と呼ぱれ

　る厚底の履物を履いていることがあげられる。修行中は「屋形（萱屋）」と呼ばれるところに住み込み、教育を受けていく。

　（　Ａ　）になって4～5年目の20歳前後の時期になると（　Ｂ　）になる。このことを「衿替え」と呼ぶ。（　Ｂ　）は技能に秀

　でお座敷を取り仕切る技能があるとみなされる。

問１　文章中の空欄Ａ～Ｂにあてはまるものを、次の①～⑥からそれぞれ１

　　①舞妓　　②芸者　　③舞子　　④半玉　　⑤仕込み

問２　京都の花街に関する以下の文章の中で、間違っているものはどれか。

　　①京都の「お茶屋」では料理を作らず、料理屋から仕出しをとる。

つ選びなさい。（各２点×2＝4点）

　⑥芸妓

次の①～⑤から１つ選びなさい。

Ａ
Ｂ

(8点)

　　r‾ii‾1

②初めてのお客はFお茶屋」を利用できず、信用のある顧客の紹介のある人だけが新規の顧客になることが

　　できる「一見さんお断り」ルールがある。

③お客が「お茶屋」で遊んだお金は、すぐにその揚で現金で精算する慣行がある。

④京都には、「祇園甲部」「祇園東」「宮川町」「先斗町」「上七軒」の５つの花街がある。

⑤お客は１つの花街につき、１軒だけのお茶屋を「宿坊」として決め､そこを窓口として遊ぶという暗黙の了解がある。

11次の（1）～（2）について、もっとも適当なものを、次の①～⑤からそれぞれ１つ選びなさい。（6点）

（1）2010年末に映画「ノルウェイの森」（村上春樹原作）が公開されたが、ロケの行われた「砥峰高原」

　　　シアの森」はどの府県にあるか。（3点）

｢峰山高原リラク

　　①長野県　　　　　②京都府　　　　③兵庫県　　　　④島根県　　　　⑤大分県

（2）2010年７月にブラジリアで開催された世界遺産委員会で世界遺産としで「オーメトラリアの囚人遺跡群」

　｢面¬

など15カ
所が記載されたことが報道された｡次の選択肢のなかで2010年のこの委員会で新たに記載された世界遺産はどれか。

①ロベン島

④広島平和記念碑(原爆ドーム)

②ビキニ環礁 ③ゴレ島
⑤アウシュビッツ・ビルケナウナチスドイツの強制絶滅収容所1940-1946

　　　　　く受験者本人の参考用としての個人使用以外の行為を禁ずる。複製・転売を禁ずる｡〉
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