
警視庁警察官 1 類 

2018 年（平成 30 年度） 教養試験の出題例 

 

【人文科学】 

（日本史） 

 江戸幕府に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） 大名は将軍との親疎関係で親藩・譜代・外様に分けられ、これらの大名の配置にあ

たっては、有力な外様は監視の目的から要所に配置された。 

（２） 幕府の職制は徳川家光の頃までに整備され、政務を統轄する老中、臨時の最高職で

ある大老、老中を補佐し旗本を監督する若年寄などが置かれた。 

（３） 幕府は大名を厳しく統制するため御成敗式目を制定し、大名に国元と江戸とを 3年

交代で往復させる参勤交代を義務付けた。 

（４） 幕府は公事方御定書を制定して、朝廷統制の基準を明示し、さらに六波羅探題らに

朝廷を監視させたほか、摂家に朝廷統制の主導権を持たせた。 

（５） 幕府は寺請制度を設けて宗門改めを実施し、仏教への転宗を強制するなどして、仏

教以外の宗教をすべて禁圧した。 
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2018 年（平成 30 年度） 教養試験の出題例 

 

【人文科学】 

（世界史） 

 日清戦争に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） 朝鮮で起こった甲申事変をきっかけに日清両軍は対立を深め、その後、正式に日本

が清国に宣戦布告し、日清戦争が始まった。 

（２） 日清戦争後、清国の弱体化に乗じて、アメリカは三東半島の膠州湾を、イギリスは

遼東半島の旅順・大連を、ロシアは九龍半島の九龍を租借し、鉄道建設などを進めていった。 

（３） 日清戦争は日本の勝利に終わり、イギリス仲介のもと日本全権伊藤博文と清国全権

李鴻章との間でポーツマス条約が締結された。 

（４） 日清戦争後、清国は遼東半島を日本に割譲したが、これは東アジア進出をめざすロ

シアを刺激し、ロシアはフランス・ドイツ両国をさそって、同半島の返還を日本に要求した。 

（５） 日本国民は大幅な増税に耐えて日清戦争を支えたが、賠償金がまったくとれない講

和条約に不満を爆発させ、米騒動が起きた。 
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2018 年（平成 30 年度） 教養試験の出題例 

 

【国語】 

（文学史） 

 中世の日本文学に関する以下の記述のうち、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） 枕草子は鴨長明による随筆で、作者の体験したさまざまな天変地異と日野山にお

ける静かな暮らしについてつづっている。 

（２） 徒然草は吉田兼好による随筆で、作品全体に仏教的無常観と、古き良き時代への

懐旧の情が色濃く流れている。 

（３） 源氏物語は源氏一門の興亡の課程を描いた軍記物語で、全編を通じて盛者必衰、

諸行無常の思想が流れている。 

（４） 太平記は室町時代末期から安土桃山時代にわたる戦国の騒乱を描いた軍記物語

で、その優れた文章は近世に入って「太平記読み」により人々に親しまれた。 

（５） 宇治拾遺物語は藤原道綱母が記したとされる説話集であり、仏教的色彩を強くと

りいれながら、当時の人々の生活や人間性の真実が生き生きと描かれている。 
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2018 年（平成 30 年度） 教養試験の出題例 

 

【国語】 

（四字熟語・故事成語） 

 故事成語に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） 「瓜田に履を納れず」とは、瓜畑に瓜を盗みに入るとき、靴を履いて畑に入ると靴

跡が残り、証拠を残してしまうことから、「証拠を残さないように注意すること」という意

味を指す。 

（２） 「推敲」とは、唐の詩人が詩を書いたとき、「雑炊月下問」の「推（おす）」を「敲

（たたく）」と代えるかどうかで悩んだことから、「たいしたことのないことをくよくよ悩む」

という意味を指す。 

（３） 「杜撰」とは宋の杜黙の詩が規律に合わないものが多かったことから、「かつてな

かったほど独創的ですばらしいもの」という意味を指す。 

（４） 「蟷螂の斧」とは、蟷螂（かまきり）が鎌を振り上げて車に立ち向かったという故

事から、「たとえ戦力的に厳しくても必死の勢いで立ち向かうこと」の意味を指す。 

（５） 「泣いて馬謖を斬る」とは、諸葛亮が命令違反を行った愛弟子の馬謖を処刑した故

事から、「規律を保つためには、たとえ愛する者であっても、違反者は厳しく処分する」と

いう意味を指す。 
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2018 年（平成 30 年度） 教養試験の出題例 

 

【判断推理】 

（論理） 

 あるグループの人たちがレストランで昼食をとり、その全員が、5 種類ある料理の中から

3 品を選択できるシステムになっている「特別ランチ」を注文した。その料理の選択状況か

ら以下のＡ、Ｂ、Ｃのことが判明している。このとき、このグループの注文に関し、確実に

いえることとして、最も妥当なのはどれか。 

 

  Ａ エビフライを選択した者は、ハンバーグを選択した。 

  Ｂ ハンバーグを選択した者は、生姜焼を選択しなかった。 

  Ｃ ハンバーグを選択しなかった者は、トンカツを選択しなかった。 

 

（１） トンカツを選択しなかった者は、生姜焼を選択した。 

（２） トンカツを選択した者は、エビフライを選択しなかった。 

（３） ハンバーグを選択した者は、エビフライを選択した。 

（４） 生姜焼を選択した者は、エビフライを選択しなかった。 

（５） エビフライを選択した者は、トンカツを選択した。 
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2018 年（平成 30 年度） 教養試験の出題例 

 

【判断推理】 

（証言） 

 あるオーディションの最終選考に、Ａ～Ｅの 5人が残っている。この中から、合格者を 2

人選出する。このオーディションを見ていたＰ、Ｑ、Ｒの 3人は次のように予想した。3人

とも、一方の予想は当たったが、もう一方の予想は外れていた。このとき、合格した 2人の

組合せとして、最も妥当なのはどれか。 

 

  Ｐ 「Ｂは不合格で、Ｃは合格だ。」 

  Ｑ 「Ａは合格で、Ｅは不合格だ。」 

  Ｒ 「Ｃは不合格で、Ｄは合格だ。」 

 

（１） Ａ、Ｂ 

（２） Ａ、Ｅ 

（３） Ｂ、Ｃ 

（４） Ｃ、Ｄ 

（５） Ｄ、Ｅ 
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2018 年（平成 30 年度） 教養試験の出題例 

 

【数的推理】 

（速さ） 

 兄と弟はＡ町を出発して 5 ㎞離れたＢ町に着いたら、すぐにＡ町に引き返す。兄は弟よ

り 18 分遅れてＡ町を出発し、3.6 ㎞進んだところで弟を追い越した。その後、兄がＢ町到

着後に引き返してＡ町に戻ったとき、弟はＡ町の手前 1.6 ㎞のところにいた。このとき、兄

が弟を追い越したのは兄が出発して何分後か。ただし、兄と弟の速度は一定であるものとす

る。 

 

（１） 18分後 

（２） 36分後 

（３） 54分後 

（４） 72分後 

（５） 90分後 
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2018 年（平成 30 年度） 教養試験の出題例 

 

【数的推理】 

（図形の計量） 

 次の図で、ＡＢ＝ＤＥ、ＢＣ＝ＣＤのとき、∠ＣＥＤの大きさとして、最も妥当なのはど

れか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 20° 

（２） 25° 

（３） 30° 

（４） 35° 

（５） 40° 
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2018 年（平成 30 年度） 教養試験の出題例 

 

【資料解釈】 

 次の表は平成 29 年度の一番茶の府県別摘採面積、生葉収穫量、荒茶生産量および対前年

産比を示したものである。この表からいえることとして、最も妥当なのはどれか。 

 

府 県 
摘採面積 

（ha） 

生葉収穫量 

（ｔ） 

荒茶生産量 

（ｔ） 

対前年産比（％） 

摘採面積 生葉収穫量 荒茶生産費 

埼玉県 615 2,180 457 90 89 88 

静岡県 15,600 53,500 11,000 98 90 91 

三重県 2,720 12,900 2,560 98 89 89 

京都府 1,410 7,120 1,460 99 95 94 

奈良県 642 4,300 1,010 101 102 102 

鹿児島県 7,930 41,100 7,880 101 105 106 

 

（１） 平成 28年度における埼玉県の摘採面積は 700haを超えている。 

（２） 平成 29年度における 1 府５県の荒茶生産量の平均は、3,000ｔに満たない。 

（３） 平成 29 年度の生葉収穫量についてみると、鹿児島県の生葉収穫量は 1府 5 県のそ

れの合計の 30％に満たない。 

（４） 平成 28 年度における静岡県の摘採面積当たりの生葉収穫量は、平成 29 年度にお

けるそれを上回っている。 

（５） 平成 28年度における京都府の荒茶生産量は 1,400ｔを下回っている。 

 

 


