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1 次の文章の内容に合致するものとして最も妥当なものはどれか。 

 

人間を考察の対象とする分野には，大きく分けて芸術と学問の二つがある。そうして

人間を対象とする学問にはさらに科学と科学でない分野とがある。ここで断っておくが，

科学と「非科学」の区別は方法上の問題であって優劣の価値判断を含むものではない。 

ここで人間を対象とする考察を，言語表現を通ずるものに限ることにすれば，ここで

の芸術と学問の区別は，広い意味の文学（詩，小説，戯曲等）と学術的作品の区別であ

り，また科学と非科学の区別は，人間を対象とする科学の諸分野といわゆる人文学

（humanities）との境界を引くことを意味する。日本ではしばしば人文科学という言葉

が用いられるが，これはいろいろな人間活動を対象とした人間科学の諸分野，いわゆる

人間科学（human sciences）と，固有の人文学の諸分野とを一まとめにしてしまったも

ので，適切な表現ではない。 

もちろんこれらの区分も厳密に規定することは難しいが，とりあえず芸術と学問の区

別は，前者は感性や感情に訴えるものであるのに対して，後者は論理性を基準とするも

のであるとしておこう。ここではより重要な問題は科学と非科学の区別，特に人間を対

象とした科学と非科学の区別である。 

例えば人間の宗教的行動という現象を対象とする宗教学とは区別された，神のあり方

そのものを対象とする神学は，科学とはなり得ない。神が全知全能である限り，認識の

主体としての人間もその支配から免れて独立することはできないからである。いいかえ

れば神学は神に対する信仰を前提とするものであって，そこでは神の客観的分析などと

いうことはあり得ない。 

科学を科学でない学問に対して区別するものは，すでに述べたようなその客観性にあ

る。すなわち対象を人間の認識から独立した客観的な存在として把握し，かつそれを人

間の価値的，あるいは感情的判断から独立な，客観的な論理によって把握することが科

学の目的である。「客観的」という概念についても，厳密にいえばいろいろな議論があ

る。それ自体人間の認識の存在に先行して存在する何物かであると考えるのか（広い意

味の唯物論），それともまた人間の意識が作り上げたものであるのか（広い意味の観念

論），あるいは仮に人間の認識と独立して存在する何物かがあるにしても，人間の認識

以下30問までは全受験者が解答してください。 
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はそれを思想に反映するものであるのか（反映論または模写論），それとも人間は，そ

れを自ら設定した枠組みの中において，その中でのみ認識するものであるのか（例えば

カント説）という対立があり得る。このような問題に深入りすることは，哲学論の深み

にはまり込んでしまうのでここでは避けるが，科学はすでに述べたように，少なくとも

それ自体における理念としては，客観性を基準としているので，ここではそのことだけ

を確認しておけばよい。 

しかしこのような客観性を基準とする科学は，自然を対象とする学問においても，最

初から確立されているわけではなかった。逆に自然認識は，それが学問的に深められた

場合，東西いずれの文明世界においても，むしろ形而上学的な宇宙観や神学的な原理と

強く結びついて展開されたのであった。すなわち古代や中世においても客観的な経験や

観測に基づく科学的知識は得られていたが，それらの事実の説明は，むしろ形而上学や

神学，教典学から導かれるのが通例であり，そして時にはそのような説明に合わせるた

めに，客観的事実の方が歪曲される場合もあったのである。 

このような意味では自然現象を対象とする科学も，自然を神の直接支配から解放する

ことによってのみ可能になったのであった。それは，当然複雑かつ困難な過程であった。 

（竹内啓「科学的認識の対象としての人間」 

『岩波講座 科学／技術と人間』所収より） 

 

１ 「客観的」の意味内容については諸説あり一致しないため，客観性の有無を基準

にして科学と非科学とを区別することは困難である。 

２ 古代や中世の客観的な科学的知識は，形而上学的な宇宙観や神学的な原理がそう

であったようにゆがめられる場合があった。 

３ 人間の宗教的行動という現象を対象とする宗教学の分野に属する神学は，神の客

観的分析はできないのであるから科学ではない。 

４ 人文科学という言葉は，科学と非科学に区別するという観点からすると，明確に

区別できず適切な表現とはいえないものである。 

５ 芸術と学問の区別の基準は一つであるが，人間を対象とする科学の諸分野といわ

ゆる人文学（humanities）の区別の基準は一つではない。 
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2 次の文章中において，Ａ～Ｅのうち文章Ｘが入る箇所として最も妥当なものはどれ

か。 

 

文章Ｘ：現在，求められているのは，エネルギー源の転換とエネルギー消費の

画期的な縮小や資源の節約であり，それと同時に雇用の確保・創出で

あり，人間的能力と人々のつながりの回復である。 

 

資本主義と近代科学技術が車の両輪となって，爆発的に発展してきた近代産業社会は，

その華やかさの一面，深刻な資源や環境の問題，あるいは格差と貧困の問題や労働疎外

をもたらすものであった。また，人々が商品とサービスによって取り囲まれていくこと

により，一見「豊か」でありながら，それらの商品やサービスに従属しないと生きるこ

とができず，人間が本来もっている能力の自由な展開が妨げられる社会でもあった。 

Ａ 

そこに気候変動の問題が立ちはだかっている。気候変動問題への対処は，単に温暖化

の回避という以上に，人々が納得しやすい形でこの産業社会に一定の制約を与え，社会

のあり方を，ＧＤＰ的に測定される「豊かさ」から，人間の能力がより自由に発揮され，

多元的な欲求が充たされる豊かさに転換していく，またとない機会ではないだろうか。 

Ｂ 

二〇世紀の技術が進んできた方向は，生産の場においては，大規模化であり，省力化

であり，あるいはスピードアップであった。それは自然との関係でいえば，大量に資源

を消費し，環境を汚染・破壊し，生態系を傷つけていくものであった。また，人間の労

働との関係でいえば，人間のもっていた力能が，人間にとっては外的な装置性の中に移

行し，少数の管理労働と，多数の容易に置き換え可能な単純労働を生み出し，働くこと

の意味の喪失，仕事を通じて広がっていくべき人間関係の喪失，雇用の不安定などの問

題を生み出してきたといえる。それは消費の場においては，以前の社会では人々が自ら

の力でつくり出したもの，あるいは自ら行ってきたことが，商品や商業的サービスによ

ってすみずみまで置き換えられ，さらに次々と生み出される必要性があいまいな商品・

サービスに取り囲まれる流れを生み出してきた。 

Ｃ 

そのように考えてくると，これからの技術の進むべき方向は自ずと明らかで，それは，
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生産の場においては，いったんは，外部の装置に移されてしまった人間の力能を，再び

人間の側に取り戻し，技術を人間がコントロールし，仕事を通じて他者とのつながりを

豊かにしていけるような技術の体系である。それは，雇用を増やし，省エネルギー・省

資源を進め，質の高い，融通性・多様性・創造性のある生産力を形成していくことと整

合する。生活の場においては，やはり低エネルギー消費・低資源消費で，人間が自ら行

う領域を広げることを助け，その技術によって人間関係を豊かに紡いでいけるような技

術体系である。それは自然に非商品的世界の拡大ともつながる。食糧・エネルギーなど

の基礎代謝部分では地域の自立性が高く，しかし同時に広域的な交通・交流もさかんで，

中小産業を基調としつつも，少数の大産業がそれと有機的に併存するような体系である。 

Ｄ 

それはもちろん，近代以前の技術体系に戻ることではない。先に私は，将来の世代に

対して，これまで化石燃料をふんだんに消費してきた現存の世代のエゴイズムが少しで

も免罪されるとすれば，それは，その再生不可能な資源を使っている間に，そのような

資源がなくとも快適な生活ができるような，再生可能なシステムを準備できたときだけ

である，と書いた。同じことが，近代科学技術についてもいえる。将来の世代に対して，

これまで近代科学技術の果実を「享受」してきたことが多少なりとも免罪されるとすれ

ば，これまで蓄積されてきた厖大な科学技術の知識と経験から，生かせるものを生かし

て，快適で持続可能な生産と生活のあり方をつくりあげたときだけであろう。 

Ｅ 

（田中直『適正技術と代替社会 ―インドネシアでの実践から』より） 

 

１  Ａ 

２  Ｂ 

３  Ｃ 

４  Ｄ 

５  Ｅ 
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3 次の文章の内容に合致するものとして最も妥当なものはどれか。 

 

ヨハンソンら知覚心理学者たちのおもしろい実験がある。十数個の光点をひとの関節

につけ，暗闇のなかでその光点だけを観察者に見せる。その実験結果については，心理

学者の佐々木正人さんが次のように簡潔に紹介している。 

 

光点が静止しているときには，点のつくる無意味なパタンが知覚されるだけである。

しかし，光点が動いたとたんに，光点が人の身体に付いていること，付けている人が

男性か女性か，何歳ぐらいかということがきわめて容易に知覚される。また，光点を

つけた人が手に何かを持っている場合，それが何キログラムぐらいの荷物か，人が荷

物を放り投げた場合，それが飛んだ距離なども知覚できる（もちろん荷物には光点は

付いていない）。光点を付けた人が動いた場合，移動が早足か普通の速度かというこ

と，さらにその人が移動している床が固い石かマットレスのように柔らかいものか，

などということまでも知覚される。 

（『アフォーダンス――新しい認知の理論』） 

 

「見る」というのは，このように見えるもののなかから「不変項をピックアップする」

ことだと考えられるとすれば，この不変項は「わずかな配列の変更だけでも」感知され

る。じっさい画家がひとの姿を一筆描きするときにはそのようなとらえ方をしている。 

それら一連のパタンを「振り」の連続として再構成し，様式化したものが文楽であり，

歌舞伎であると言える。それこそ「振り」と「舞い」の集合から「こころ」をそこに現

前させる技である。歌のような口舌
こうぜつ

と，しなるようなふるまいとによってわたしたちの

「情」にあたえられた，見え，聞こえるかたち。文楽の人形や歌舞伎役者の身体は，

「こころ」というものがけっして見えない内奥
ないおう

のものではなく，指先，足先にまでゆき

わたった見えるものであることを教えている。時間と（身体という）空間のなかに溶け

出たひとの「情」。それは胸苦しいばかりに濃い。その濃さは，人形が女を演じている

こと，あるいは老人が娘を演じていることを忘れさせる。男女の，声としぐさに現われ

る，それ本来は作り物でしかない〈しるし〉が「ひと」をかたちづくるものであること

を，まざまざと伝える。 

わたしたちの日常の「ふるまい」も，この「振り」と「舞い」の組み合わせにほかな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊この問題は，著作権の関係から，掲載できません。 



２０１９年度裁判所職員採用総合職試験・一般職試験（大卒程度区分）第１次試験基礎能力試験【禁転載】 

らないのではないか。「ふるまい」を様式化したのが「振り」と「舞い」なのではなく

て，逆に，あたえられた「振り」と「舞い」をまねぶ
、、、

なかで，ひとはひとびとのあいだ

に充満する〈しるし〉をおのれのうちにも浸透させ，そして「情」を他者たちと分かち

あうべくおのれのうちに住みつかせてゆくのではないか。 

（鷲田清一『わかりやすいはわかりにくい？――臨床哲学講座』より） 

 

 

１ 文楽の人形や歌舞伎役者の身体といった外面は，その「振り」を通じて，内面

の存在を直接目には見えない形で感知させる。 

２ 文楽や歌舞伎の「振り」と同様に，わたしたちの日常の「ふるまい」も，「振

り」の連続として再構成し，様式化されたものである。 

３ ヨハンソンらによる実験によって，身体芸術の「振り」を「見る」ということ

と，日常の「ふるまい」を「見る」ということとの間に差異がないことが明らか

にされた。 

４ わたしたちの日常の「ふるまい」は，歴史的に，歌舞伎や文楽の「振り」と

「舞い」をまねぶ
、、、

なかで様式化されたものである。 

５ わたしたちの「こころ」はけっして見えないものではなく，「ふるまい」を通

じて，時間と（身体という）空間のなかに溶け出るものにほかならない。 
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4 次の文章Ａと文章Ｇの間に，Ｂ～Ｆの文章を並べ替えてつなげると意味の通る文章と

なる。その順序として最も適切なものはどれか。 

 

Ａ ソーシャルメディアを利用していると，自分と似た興味関心をもつユーザをた

くさんフォローし，結果的に，同じようなニュースや情報ばかりが流通する閉じ

た情報環境になりがちです。意見をＳＮＳで発信すると，自分とそっくりな意見

ばかりが返ってくるこのような状況を「エコーチェンバー（Echo Chamber）」と

いいます。閉じた小部屋で音が反響する物理現象にたとえているのです。 

 

 

Ｂ そして，ソーシャルメディアの発達とともにエコーチェンバーがより顕在化し，

問題を一層深刻にしているのではないかと言われています。多様なアイデアを醸

成し，新しい価値を生み出す集合知のプラットフォームの役割を期待されてきた

ソーシャルメディアに，今，エコーチェンバー幇助
ほうじょ

の容疑がかけられています。 

 

Ｃ 米国の政治的イデオロギーが分断されている様子をオンラインのデータを使っ

て初めて示したのは，ミシガン大学アナーバー校のラダ・アダミックです（現フ

ェイスブック・データサイエンティスト）。アダミックは，ジョージ・Ｗ・ブッ

シュ氏が再選された二〇〇四年の米大統領選挙に少し先立って，政治系ブログが

互いの記事をどのようにリンクしあっているのかを分析しました。 

 

Ｄ この小部屋の中にいると，何度もなんども同じ情報を見聞きするため，真偽不

明の怪しい情報であっても信じやすくなり，その情報を共有しやすくなってしま

います。例えば，フェイスブックのニュースフィードやツイッターのタイムライ

ンには，自分がフォローした友人の情報が表示されますが，ここに気になる投稿

を見つけたとき，友人の投稿だし，みんなも「いいね！」しているからといって，

深く考えずにシェアやリツイートをしがちです。エコーチェンバーの環境は，こ

のような反射的な情報拡散を誘発するのです。 

 

Ｅ ソーシャルメディアとの関係で議論されることが多いエコーチェンバーですが，
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この考え方はＳＮＳが登場する以前からあったことが知られています。ジャーナ

リストのデビッド・ショーが，一九九〇年にピューリッツァー賞を受賞した著書

の中でこの言葉を用いています。また，二〇〇一年にハーバード大学のキャス・

サンスティーンが，著書『インターネットは民主主義の敵か』の中でエコーチェ

ンバーについて言及し，民主主義の根本に関わる問題だとしています。 

 

Ｆ また，エコーチェンバーの中にいると，自分とは違う考え方や価値観の違う人

たちと交流する機会を失ってしまうので，自分とは異なる視点からの意見やデマ

を訂正するような情報も入ってこなくなってしまいます。エコーチェンバーは，

意見の対立や社会の分断を生む環境でもあります。 

 

Ｇ その結果，政治系ブログの引用関係が，二つのグループに分かれていることが

明確に示されました。リベラル系のブログはもっぱらリベラル系のブログ記事

を，逆に保守系のブログはもっぱら保守系のブログ記事を引用する，という人々

の行動が浮き彫りになったのです。異なる政治的イデオロギー間での記事の引用

は，全体の約一〇パーセントしかありませんでした。 

  アダミックのこの研究は，オンラインデータを使った計算社会科学の研究のさ

きがけとなりました。その後，同様の研究が数々行われ，ブログ以外でも政治的

イデオロギーの分断が広く観察されています。 

（笹原和俊『フェイクニュースを科学する 拡散するデマ，陰謀論，プロパガンダのし

くみ』より） 

１  Ｄ→Ｂ→Ｆ→Ｅ→Ｃ 

２  Ｄ→Ｆ→Ｅ→Ｂ→Ｃ 

３  Ｅ→Ｄ→Ｂ→Ｆ→Ｃ 

４  Ｅ→Ｆ→Ｄ→Ｃ→Ｂ 

  ５  Ｆ→Ｄ→Ｅ→Ｃ→Ｂ 
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5 次の文章の内容に合致するものとして最も妥当なものはどれか。 

 

樹上で生きていくためにオランウータンが獲得したのは，特別な身体だけではない。

私が野生オランウータンを見ていて，「賢い生きもの」だと感じるのは樹上を一定の

スピードで迷いなく移動しているときだ。とくに年かさの子連れの雌は，非常にスム

ーズに移動していく。一方で，コドモやワカモノはむだな動きが多く，落ちそうにな

ることや，一度引き返してから別ルートでもとの方向に移動するなど，試行錯誤が多

い。いつどこでどの木が実をつけるのか，今はどこでなにを食べられるのか，を知っ

ているだけでなく，その場所に行くためにどのルートをとればよいのか，とつねに考

える必要がある。しかもルートを選ぶときには，自分の体の大きさ（プラス雌の場合

は「連れている子の大きさ」）や身体能力に応じて選ぶ必要がある。樹上にはオラン

ウータンにとっての「道」のように認識されている経路があるのだろう，と提案して

いる研究者もいるが（MacKinnon 1974），まだ立証されていない。かりに「道」が存

在するとしても，森のなかの環境は，倒木や枝落ちで刻々と変化する。細くても丈夫

なツルもあれば，太くても折れやすい枝もある。それらの樹種や地理に関する膨大な

知識を駆使して，彼らは緑の樹海を渡っていく。さらにこの「航海」に失敗は許され

ない。次につかむ枝の選択をまちがえ，体重を支えきれずに枝が折れてしまったら，

地面にたたきつけられて死ぬかもしれない。大きな体で樹上を移動するということは，

つねに「次の一歩が死への一歩」につながりかねない，試行錯誤の余地が少ない厳し

い世界だ。飼育下でもオランウータンは慎重で，チンパンジーよりも試行錯誤するこ

とが少ない，という話を動物園の飼育担当者から聞くことはめずらしくない。霊長類

の知能を調べるために行われたある認知実験でも，オランウータンが数回試みて成功

しなかったところ，その後なにもしなくなり，翌朝に同じ実験をしたら突然成功した

という，まるで一晩考えて正解を導きだしたかのような，「洞察力」の高さがうかが

えるエピソードもある（Shumaker et al. 2001）。 

ヒトや大型類人猿，イルカなど一部の種のみが高度な知性を進化させているのはな

ぜだろうか。一九九〇年代後半から，このような高い知性は，複雑な社会環境のなか

で，相手の行動を予測し，だましたり，自分に有利になるようにふるまえるから進化

した，という社会的知性仮説（マキャベリ的知性仮説）が提唱されている（バーン・

ホワイトゥン 2004）。だが，単独性が強く，複雑な社会交渉をほとんど行わないオ
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ランウータンが高い知性を持つことを，この仮説では説明できない。「オランウータ

ンはむだに賢いように見える」，「オランウータンの知性は，過去にもっと複雑な社

会を形成していた祖先から受け継いだ名残だ」という意見もある（バーン・ホワイト

ゥン 2004）。一方で，「大きな体で樹上移動することが，（オランウータンのみな

らずゴリラやチンパンジーを含め）大型類人猿の高い知性を進化させる要因になった」

という仮説を提唱している研究者もいる（Povinelli and Cant 1995）。私もオラン

ウータンの高い知性は，「次の一歩が死への一歩」につながりかねない，樹上という

厳しい環境で生き抜くために獲得してきた能力ではないか，と考えている。 

（久世濃子『オランウータン 森の哲人は子育ての達人』より） 

 

１ 非常にスムーズに移動していく年かさの子連れの雌に比較すると，オランウン

ータンのコドモやワカモノはむだな動きや試行錯誤があまりに多く，知性には大

きな性差と年齢差が認められる。 

２ 子連れの雌のオランウータンであれば，いつどこでどの木が実をつけるのか，

今はどこでなにを食べられるのか，その場所に行くためにどのルートをとればよ

いのか，つねに考える必要がある。 

３ オランウータンは，常に死を覚悟し意識しながら，森の樹種や地理に関する膨

大な知識を駆使しつつ，同時に，絶えず試行錯誤を繰り返しながら，大きな体で

樹上を移動している。 

４ 社会的知性仮説（マキャベリ的知性仮説）では，ヒトや大型類人猿，イルカな

ど一部の種のみが高度な知性を進化させている原因を説明できないと，今日では

多くの研究者が考えている。 

５ 大きな体で樹上移動してきたことが，試行錯誤よりも洞察する力を発達させ，

オランウータンなどの大型類人猿の高い知性を進化させる要因になったと筆者は

考えている。 
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6 次の英文の内容に合致するものとして最も妥当なものはどれか。 

 

The field of cognitive science emerged in the 1950s in a noble effort to understand 

the workings of the human mind, the most extraordinary phenomenon in the known 

universe. How is thinking possible? What goes on inside the head that allows sentient 

beings to do math, understand their mortality, act virtuously and (sometimes) 

selflessly, and even do simple things, like eat with a knife and fork? No machine, and 

probably no other animal, is capable of these acts. 

We have spent our careers studying the mind. Steven is a professor of cognitive 

science who has been researching this topic for over twenty-five years. Phil has a 

doctorate in cognitive science and is a professor of marketing whose work focuses on 

trying to understand how people make decisions. We have seen directly that the 

history of cognitive science has not been a steady march toward a conception of how 

the human mind is capable of amazing feats. Rather, a good chunk of what cognitive 

science has taught us over the years is what individual humans can’t do—what our 

limitations are. 

The darker side of cognitive science is a series of revelations that human capacity is 

not all that it seems, that most people are highly constrained in how they work and 

what they can achieve. There are severe limits on how much information an individual 

can process (that’s why we can forget someone’s name seconds after being introduced). 

People often lack skills that seem basic, like evaluating how risky an action is, and it’s 

not clear they can ever be learned (hence many of us—one of the authors included—

are absurdly scared of flying, one of the safest modes of transportation available). 

Perhaps most important, individual knowledge is remarkably shallow, only scratching 

the surface of the true complexity of the world, and yet we often don’t realize how little 

we understand. The result is that we are often overconfident, sure we are right about 

things we know little about. 

Our story will take you on a journey through the fields of psychology, computer 

science, robotics, evolutionary theory, political science, and education, all with the goal 

of illuminating how the mind works and what it is for—and why the answers to these 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊この問題は，著作権の関係から，掲載できません。 



２０１９年度裁判所職員採用総合職試験・一般職試験（大卒程度区分）第１次試験基礎能力試験【禁転載】 

questions explain how human thinking can be so shallow and so powerful at the same 

time. 

The human mind is not like a desktop computer, designed to hold reams of 

information. The mind is a flexible problem solver that evolved to extract only the most 

useful information to guide decisions in new situations. As a consequence, individuals 

store very little detailed information about the world in their heads. In that sense, 

people are like bees and society a beehive: Our intelligence resides not in individual 

brains but in the collective mind. To function, individuals rely not only on knowledge 

stored within our skulls but also on knowledge stored elsewhere: in our bodies, in the 

environment, and especially in other people. When you put it all together, human 

thought is incredibly impressive. But it is a product of a community, not of any 

individual alone. 

（Steven Sloman & Philip Fernbach，The Knowledge Illusion より） 

 

１ 人間は，自分がいかに知らないかを認識せず，ほとんど知らないことに関して

さえ自信をもつことがよくある。 

２ 社会の中の個人は，それを認識していないだけであって，実際には世界に関し

て詳細な情報を数多く蓄えることができる。 

３ 人間の知性は，最も役立つ情報を抽出することができるという点において，そ

の処理能力はデスクトップ・コンピュータと同等である。 

４ 認知科学は，人間の知性を次々に解明し，我々に人間の知性の無限性を教えて

きた学問である。 

５ 認知科学の立場からみれば，飛ぶしくみが理解できないゆえに飛行機に乗るのを

ためらうという行動は，リスク評価が適切であることを示す。 
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7 次の英文中のＡ～Ｃの空欄に入る語句の組合せとして最も妥当なものはどれか。 

 

Have you ever heard a child ask a question beginning, “What if…”?  Fortunately 

for me, my older son James seemed to do that every few minutes when he was young.  

During that epoch my colleague, Dave Batuski, observed to me that we astronomers 

are always looking at the cosmos from the same old perspectives.  “Well,” I thought, 

“how does one look at it differently after decades of running the same scripts?”  

James’s questions provided the answer.  Ask “What if ” questions and explore the 

consequences.  The first such question that popped into my mind was:“What if the 

Moon didn’t exist? ” Within minutes I realized that the consequences of such a 

（ Ａ ）for the Earth and life on it are staggering.  I began to research and write 

about this and other“What if ?”questions. 

In 1991, Astronomy magazine published my article entitled“What If…Earth Had No 

Moon?,”and followed this with several other“What if?”scenarios, each exploring a 

new version of Earth and showing how it（ Ｂ ）from our world.  These and other 

scenarios were published in the 1993 book, What If the Moon Didn’t Exist?, which was 

described as a new genre of science writing by Washington Post writer Curt Suplee.  

What If the Moon Didn’t Exist? has since been used in radio and television shows; it has 

been made into planetarium shows; it has been taught as college courses; it was chosen 

as the theme of Mitsubishi’s pavilion at the 2005 World Expo in Japan (seen by three 

million people); and it was made into a permanent show at a resort in southern Japan. 

The “What if ? ” concept has now morphed into “makeovers.”  Many people find it 

fascinating to see how a place or person can be transformed “with a little help from 

their friends.”  What would this house look like if it were made over by professional 

designers?  What would this person look like if his or her weight were changed or 

wardrobe redone?  Indeed, “What if ? ” questions have the power to change lives and 

move worlds.  In fact, most of us ask these questions in our everyday lives: “What if I 

take that job? ” and use them to explore the consequences: “Then I will be able to pay 

the mortgage.” “What if I take the cruise? ” “Then maybe I will meet Miss Right.”  

“What if I hadn’t tried that climb?” “Then I wouldn’t have broken my ankle.”  Asking 
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and answering such questions often gives us valuable（ Ｃ ）into our decision-

making processes and the wisdom or folly thereof. 

（Neil F. Comins，What If The Earth Had Two Moons?より） 

 

      Ａ        Ｂ         Ｃ  

１ gift   makes   input  

２ warrior  produces  information 

３ disregard  affects   interactions 

４ change  differs   insights 

５ love   works   items 
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8 次の英文の内容に合致するものとして最も妥当なものはどれか。 

 

Sleep, defined as a behavior marked by diminished responsiveness and reduced 

mobility that is easily disrupted (unlike hibernation or coma), exists in creatures 

without brains at all. Jellyfish sleep, the pulsing action of their bodies noticeably 

slowing, and one-celled organisms such as plankton and yeast display clear cycles of 

activity and rest. This implies that sleep is ancient and that its original and universal 

function is not about organizing memories or promoting learning but more about the 

preservation of life itself. It’s evidently natural law that a creature, no matter the size, 

cannot go full throttle 24 hours a day. 

“Being awake is demanding.” says Thomas Scammel, a neurology professor at 

Harvard Medical School. “You’ve got to go out there and outcompete every other 

organism to survive, and the consequences are that you need a period of rest to help 

cells recuperate.” 

For humans this happens chiefly during deep sleep, stages 3 and 4, which differ in 

the percentage of brain activity that’s composed of big, rolling delta waves, as 

measured on an EEG. In stage 3, delta waves are present less than half the time; in 

stage 4, more than half. ( Some scientists consider the two to be a single deep-sleep 

stage.) It’s in deep sleep that our cells produce most growth hormone, which is needed 

throughout life to service bones and muscles. 

There is further evidence that sleep is essential for maintaining a healthy immune 

system, body temperature, and blood pressure. Without enough of it, we can’t regulate 

our moods well or recover swiftly from injuries. Sleep may be more essential to us than 

food; animals will die of sleep deprivation before starvation. says Steven Lockley of 

Brigham and Women’s Hospital in Boston. 

Good sleep likely also reduces one’s risk of developing dementia. A study done in 

mice by Maiken Nedergaard at the University of Rochester, in New York, suggests 

that while we’re awake, our neurons are packed tightly together, but when we’re 

asleep, some brain cells deflate by 60 percent, widening the spaces between them. 

These intercellular spaces are dumping grounds for the cell’s metabolic waste – 
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notably a substance called beta-amyloid, which disrupts communication between 

neurons and is closely linked to Alzheimer’s. Only during sleep can spinal fluid slosh 

like detergent through these broader hallways of our brain, washing beta-amyloid 

away. 

（Michael Finkel, Sleep ,National Geographic 2018 年８月号より） 

 

１ 8000 万人以上のアメリカの大人たちは慢性的に睡眠不足なので，免疫システムや

体温や血圧を健康に保つことができない。 

２ 睡眠の本来の共通した働きは生命そのものを維持することなので，睡眠は脳が

全くない生き物にも存在する。 

３ トーマス・スキャンメルは，我々は生き残るためにほかのあらゆる生き物を打

ち負かさなければならないので，目覚めていることが必要だと言う。 

４ ベータアミロイドは認知症の発症リスクを低下させるために生涯を通して必要

とされる成長ホルモンの１種である。 

５ 冬眠や昏睡状態になることによって食べ物なしで生き延びられる動物もいるの

で，睡眠は食べ物よりも不可欠かもしれない。 
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9 次の英文中のＡ～Ｅの空欄に入る語句の組合せとして最も妥当なものはどれか。 

 

My first（ Ａ ）came in the summer of 1987, when I was fourteen years old.  My 

best friend, Jason Corley, and I had been invited by our high school to enroll in a 

summer-school debate class the year before ninth grade.  By the next year, we were 

teaching it.  We earned $420 each. 

Over the next twenty-eight years, I amassed a random walk resume that could best 

be described as a guidance counselor’s nightmare: I worked in a deli, a restaurant, and 

a library.  I （ Ｂ ） high school students in California and taught elementary 

school students English in Japan.  I was first a lifeguard in real life at my college pool, 

and then I played one on TV, appearing on Baywatch as a 1960s lifeguard in a 

flashback and as that old acting standby, “Man walking across background.”  I helped 

start a nonprofit that supported troubled teens, and worked at a （ Ｃ ） that built 

construction products.  I stumbled into consulting on executive pay, and with all the 

wisdom a twenty-four-year-old can muster, observed that human resources was a 

stagnant field and fled to get an MBA.  Two years later I joined McKinsey & Company, 

the management consulting firm, where I focused as little on people issues as I could.  

During the dot-com boom years up until early 2000, I advised technology companies 

on how to grow sales, users, and organizations.  And when the bubble popped, I 

advised technology companies on how to slash costs, run efficiently, and pivot into new 

businesses. 

But by 2003 I was frustrated. 

Frustrated because even the best-designed business plans fell apart when people 

didn’t believe in them.  Frustrated because leaders always spoke of putting people 

first, and then treated them like （ Ｄ ）gears.  (Low point on my first project: I 

asked my manager for career advice and he told me, “You guys are all like arrows in a 

quiver.  Every one of you is the same.”) 

I’d held blue-collar jobs and white-collar jobs, been paid minimum wage and a six-

figure salary, toiled alongside－and been managed by－people who didn’t finish high 

school and people with PhDs from the poshest universities in the world.  I had worked 
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in an environment where our sole purpose was to change the world, and another where 

it was all about profits for the owner.  It just didn’t make sense to me that no matter 

where I turned, people weren’t treated better in their jobs.  You spend more time 

working than doing anything else in life.  It’s not right that the experience of work, 

even at some of the best employers, should be so （ Ｅ ）and dehumanizing. 

（Laszlo Bock，Work Rules! より） 

 

      Ａ    Ｂ       Ｃ      Ｄ       Ｅ 

１ paycheck tutored manufacturer  replaceable   demotivating 

２ exposure turned  adventurer  reachable   decreasing 

３ visit  employed lecturer  realizable   deciding 

４ experience interviewed admirer  reasonable   descending 

５ sale  examined explorer  rechargeable  developing 
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10 次の英文の内容に合致するものとして最も妥当なものはどれか。 

 

She was supposed to get married.  This was the afternoon.  She had planned it all.  

The ceremony, the guests, the reception － Jeannie was going to be a bride, and as 

corny as it may sound these days, that is all she ever wanted to be. 

Then he walked out on her.  His name was John; he was a medical student, and 

she had come to Chicago six years ago to be with him.  “When I get done with school,” 

he had said, and she had waited.  She had gone to work at Sears, as a copywriter for 

the catalog, and although she was not in love with Chicago, she was in love with John.  

Everything she did pointed to this day. 

So the afternoon was here, and Jeannie was not in a church.  Instead, she was in 

her one-room studio apartment on the fifth floor of an apartment building in New 

Town.  It was a sultry day; she had pulled the white shades down, to keep out the 

heat and to block out the view of Broadway to the west. 

“It was supposed to be kind of funny,” Jeannie said. 

That’s what it was supposed to be.  She had sent out invitations to her closest 

women friends at Sears, saying that she “requests the humiliation of your presence” 

on the occasion of her “jilting at the altar….  There will be a reception only, as the 

church ceremony originally scheduled at this time has been canceled.” 

Explaining it later, she would say, “It seemed like a good way to avoid being by 

myself and crying all afternoon….  I know it sounds like kind of a sick idea, but I 

thought maybe I could laugh about it.  If I made fun of it, I wouldn’t have time to cry.” 

The guests had arrived; Kim was there, and Louise, and Zahava, and Jo, and Sheila.  

They were all, like Jeannie, in their mid-twenties (Jeannie was twenty-four); she 

greeted them at the door wearing a bridal bonnet.  New York State pink champagne 

was in Jeannie’s refrigerator. 

Linda Ronstadt, on Jeannie’s stereo, sang “I Guess It Doesn’t Matter Anymore.”  

The woman arranged themselves on the couch, on the chairs, on the floor.  One, 

Zahava, was wearing a bridesmaid’s dress, and flowers in her hair.  

（Bob Greene，Something Blue より） 
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１ Jeannie died of a broken heart after being jilted by her lover. 

２ Jeannie was not happy to live in Chicago. 

３ Jeannie came to Chicago to work as a copywriter. 

４ Jeannie and John got married in her apartment with 5 guests. 

５ Linda Ronstadt joined Jeannie’s party held at her apartment. 
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11 あるレストランでは，ランチタイムのデザートにＡ，Ｂ，Ｃの３種類を用意してい

る。ある日のランチタイムには40人が来店し，デザートの注文数は次のようになっ

ていた。 

 

Ａ：７皿  Ｂ：15皿  Ｃ：13皿 

 

また，デザートを注文しなかった人が９人いた。このとき，２種類以上のデザート

を注文した人の人数としてあり得るもののうち，最大数の人数として，正しいものは

どれか。なお，同じ種類のデザートを２皿以上注文した人はいないとする。 

 

１  ２人 

２  ３人 

３  ４人 

４  ５人 

５  ６人 
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12 田中，佐藤，鈴木，加藤，木村の５人の血液型について次のことがわかった。 

 

ア 佐藤と同じ血液型の者は１人おり，佐藤以外の４人の血液型はすべて異なっていた。

イ 田中がＢ型でなければ，木村はＡ型である。 

ウ 鈴木がＡ型でなければ，加藤はＡ型である。 

エ 加藤がＯ型でなければ，田中はＢ型ではない。 

オ 佐藤と加藤の血液型が異なっているとしたら，木村はＢ型かＯ型である。 

このとき，各人の血液型について正しくいえるのは次のうちどれか。 

 

１  佐藤と田中はＢ型である。 

２  佐藤と加藤はＯ型である。 

３  佐藤と鈴木はＡ型である。 

４  田中はＢ型，木村はＯ型である。 

５  鈴木はＯ型，木村はＡＢ型である。 
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13 Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇの７人に年齢について聞くと次のように答えた。 

 

Ａ「私はＥより７歳年下です」 

Ｂ「私は最年少ではありません。Ｆは私より９歳年上です」 

Ｃ「私はＥと５歳違いで，Ｄより年上です」 

Ｄ「私はＢと４歳違います」 

Ｅ「私はＦと５歳違います」 

Ｆ「私はＧと２歳違います」 

 

また，Ｇは年長から順に数えて３番目で，35歳である。このとき，この７人のうち

最年少の者の年齢は次のうちどれか。ただし，同年齢の者はいないとする。 

 

１  15 歳 

２  16 歳 

３  18 歳 

４  20 歳 

５  24 歳 
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14 図はＳからスタートし，すべてのマス目を１度だけ通りＧでゴールするコースを表

している。そのようなコースを設定することが可能であるのは次のうちどれか。た

だし，×のマス目は通らないものとする。 
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15 ５枚のカードがテーブルに置かれている。それぞれのカードは片面にはアルファベ

ットが書かれ，もう片面には数字が書かれてある。 

この５枚のカードについて，「カードの片面に母音のアルファベットが書かれてい

るならば，その裏面には３の倍数または４の倍数が書かれている」ということが成り

立っているかを，最も少ない枚数のカードを裏返して確認するとき，裏返す必要があ

るカードをすべてあげているものは次のうちどれか。 

 

 

 

 

 

 

１  ア，エ 

２  ア，オ 

３  ア，ウ，エ 

４  ア，ウ，オ 

５  ア，イ，ウ，エ 

 

 

  

Ａ Ｆ ８ 10 24 

ア イ ウ エ オ 
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16 下は，男女６名の教員で構成されたあるチーム（専任教諭と常勤講師がいる）によ

る，１週間（月曜～金曜）の授業担当表である。例えば月曜は，ＢとＤとＦの３人

が担当し，その内訳は男性教員が２名で，常勤講師が１名であることを表している。 

 

 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 男性 常勤 

月  ◯  ◯  ◯ ２ １ 

火   ◯  ◯ ◯ １ １ 

水 ◯  ◯  ◯  ２ １ 

木 ◯   ◯  ◯ ２ １ 

金 ◯ ◯ ◯    ２ 0 

 

この表から，正しくいえるものは次のうちどれか。 

 

１ Ａは男性の常勤講師である。 

２ Ｂは女性の専任教諭である。 

３ Ｃは女性の常勤講師である。 

４ Ｄは男性の専任教諭である。 

５ Ｅは男性の常勤講師である。 
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17 長方形ＡＢＣＤを，正方形ＡＢＥＦと長方形ＦＥＣＤに分ける。次に長方形ＦＥＣ

Ｄを，正方形ＦＧＨＤと長方形ＧＥＣＨに分ける。以下同様にして，長方形を正方

形と長方形に分ける操作を繰り返していくことにする。下の【例図】は，５回目の

操作で，合同な正方形が２つできたことを示している。 

 

      【例図】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある長方形Ｘにおいて上記の操作を繰り返したとき，９回目の操作で一辺が３の正

方形が２つできた。このとき，長方形Ｘの長いほうの一辺の長さはどれだけか。 

 

１ 165 

２ 199 

３ 233 

４ 267 

５ 301 

 

  

Ａ Ｆ Ｄ

Ｂ Ｅ Ｃ

Ｇ Ｈ
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18 ある地域におけるＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＥの５つの地点の位置について，次のことが

わかっている。 

 

・Ｂ，Ｃ，Ｄの３地点はみなＡ地点から2.5ｋｍの位置にある。 

・Ｄ地点の北西（真北から西に４５度の方角を指す。）の方向にＢ地点とＡ地点があ

り，Ｃ地点とＤ地点から等距離の地点にＥ地点がある。 

・５つの地点のうち，Ｅ地点が一番北にあり，Ｃ地点が一番西にある。 

・Ｂ地点とＣ地点の直線距離は３ｋｍである。 

このとき，確実にいえることは次のうちどれか。 

 

１ Ｅ地点はＤ地点の真北にある。 

２ Ｃ地点とＤ地点の直線距離は 3.5ｋｍである。 

３ Ａ地点とＥ地点を結ぶ直線ＡＥに対して，Ｂ地点から直線ＡＥに垂直に交わる

ように直線を引き，直線ＡＥと交わる地点をＰとするとき，この直線ＢＰの距離

は２ｋｍである。 

４ Ｂ地点とＣ地点を結ぶ直線と，Ｅ地点とＡ地点を結ぶ直線は平行ではない。 

５ Ｂ地点とＥ地点を結ぶ直線と，Ｅ地点とＤ地点を結ぶ直線は直交する。 
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19 図は 16 個の小立方体を積み上げてできた２×４×２の直方体である。この直方体

の６面ある表面すべてに色を塗り，再び，16 個の小立方体にばらしたとき，どの小

立方体も少なくとも１つの面は着色されている。つまり，表面がまったく着色され

ていない小立方 体は１個もない。 

 

 

 

 

次に，990個の小立方体を積み上げて，９×10×11の直方体をつくる。この直方体

の６面ある表面すべてに色を塗り，再び，990個の小立方体にばらしたとき，表面が

まったく着色されていない小立方体は何個あるか。 

 

１  366個 

２  408個 

３  504個 

４  652個 

５  720個 
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20 図のような展開図の正八面体があり，３つの面には既に色が塗ってあるが，次のよ

うな条件を満たすように残る５つの面にも色を塗りたい。ただし，ある面の向かい

合う面とは，展開図を立体の形に組み立てたとき辺も頂点も接していない面のこ

とをいう。 

・黄と青をさらにあと１面塗り，緑，赤，茶を１面に塗ることにする。 

・青の面の１つは黄の面の１つと向かい合うようにする。青の他の面は黒の面と向

かい合うことも，隣り合うこともないようにする。 

・赤の面は緑の面と向かい合うようにし，緑の面は黒の面とは隣り合わないよう

にする。 

このとき，正八面体の見取図として正しいものは次のうちどれか。 

 
 
 
 
 

 
  

黒 

青 黄 

Ａ 
Ｂ 

Ｃ 

Ｄ Ｅ 

１            ２           ３ 

４            ５ 

赤 

赤 

赤 

黄

黄

黄

黄 黄

黄青 青

青 青

青

茶 

茶 

茶 

黒 

緑 黒 
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21 １以上300以下の自然数のうち，24との最大公約数が６で，25との最大公約数が５

であるものはいくつあるか。 

 

１  ４個 

２  ５個 

３  ６個 

４  ７個 

５  ８個 
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22 正四面体ＡＢＣＤの各辺の中点をＥ，Ｆ･･･，Ｊとする。４つの頂点と６つの中点

を合わせた10個の点の中から３つを選び三角形をつくるとき，正三角形はいくつで

きるか。 

 

１  16 個 

２  18 個 

３  20 個 

４  22 個 

５  24 個 
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23 総額 96,000 円で品物何個かを仕入れ，全部を１個 600 円で売ると仕入れ総額

の２割５分の利益が出るが，実際はそのうちの何個かを１個 600 円で売り，残

りは１個 500 円で売ったので，最終的な利益は仕入れ総額の１割５分であった。

１個 600 円で売った個数として，正しいものはどれか。 

 

１  100 個 

２  102 個 

３  104 個 

４  106 個 

５  108 個 
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24 次の図において，x と y の値の組合せとして正しいものはどれか。 

 

 

 

     x  y 

１  14  6 

２  14  7 

３  16  5 

４  16  6 

５  16  7 

 

  

Ａ 

Ｂ 
Ｃ 

Ｄ 

Ｐ 

6 

8 

12 

x 
Ａ 

Ｂ 

Ｃ Ｄ 
Ｐ 3 

3 

2 

y 
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25 図１のように，円柱形の容器に水が入っている。この容器の中に円柱を底面

が容器の底にぴったりとつくように入れたところ，図２のように水面との高さ

が同じになった。円柱の底面の半径が，容器の底面の半径の
3

2
のとき，図１の

水面の高さと図２の水面の高さの比として正しいものはどれか。なお，容器の

厚みは考えないでよいものとする。 

 

 

 

１  ４：９ 

２  １：２ 

３  ６：11 

４  ５：９ 

５  ３：５ 

 

  

図１ 図２ 
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26 Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ,Ｅ,Ｆの６文字を組み合わせたものを，アルファベット順の辞書

式に並べ，１番目ＡＢＣＤＥＦ，２番目ＡＢＣＤＦＥ⋯⋯⋯というようにして最

後のＦＥＤＣＢＡまで番号を付ける。 

このとき，ＣＤＦＡＥＢとなっているものは何番目か。 

 

１  284 番目 

２  290 番目 

３  300 番目 

４  308 番目 

５  312 番目 
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27 下の表は，平成 23 年における大豆の生産量の上位 10 県について，平成 23 年

と平成 28 年の都道府県別生産割合と，全国の生産量の合計を表したものである。

この表からいえることとして最も妥当なものはどれか。 

 

大豆の生産量上位都道府県生産割合（％） 

 平成 23 年 平成 28 年 

北海道 27.4 35.0 

佐賀 8.8 5.3 

福岡 7.6 5.1 

宮城 7.4 7.8 

秋田 4.6 5.4 

新潟 4.1 4.2 

滋賀 3.7 4.3 

富山 3.2 2.6 

山形 3.1 3.3 

青森 2.9 3.1 

全国生産量（ｔ） 218,769 235,462 

（農林水産省「大豆関連データ集」『大豆生産都道府県順位』より作成） 

 

１ 平成 23 年の富山県の生産量は，平成 28 年の山形県の生産量よりも多い。 

２ 平成 23 年の秋田県の生産量は，平成 28 年の新潟県の生産量よりも多い。 

３ 平成 23年，平成 28年のどちらも，上位５県で全国の生産量の 60％を超えてい

る。 

４ 平成 23 年の北海道と佐賀県を合わせた生産量は，平成 28 年の北海道の生産量

よりも多い。 

５ 青森県の平成 23 年と平成 28年の生産量を比べると，平成 28 年のほうが 1,000

ｔ以上多い。 
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28 政治思想に関する記述として最も妥当なものはどれか。 

 

１ モンテスキューは，政治的自由を実現するためには権力の制限が必要であると

考え，いわゆる権力分立論を展開した。その主張は，イギリスにみられるような

立法（議会）と執行（国王）の間における権力分立，すなわち二権分立の確立に

集約される。  

２ グロティウス（グロチウス）は，「国際法の父」とも呼ばれている。自然法を

正しい理性の命令ととらえ，国際社会にも自然法が存在するとし，法によらず戦

争に訴える国家を批判した。また，海洋はいずれの国も占有できない自由な場所

であると主張した。 

３ ホッブズは，「万人の万人に対する戦争」において勝利した者が，社会契約に

基づいて人民から自然権を譲渡され，絶対的な権力者になると考えた。そして，

たとえ人民の権利が侵害されたとしても，人民が抵抗権を行使することは認めら

れないと主張した。 

４ ロックは，社会契約に基づいて人民から自然権を信託された政府が人民を統治

することになると考えた。そして，政府による統治が不当なものであったとして

も，人民が抵抗権や革命権を行使することはできないと主張した。 

５ ルソーは，人民がみずからの手で選出した代表者を共同体の統治機関と位置づ

けて自然権を全面譲渡し，その支配に服すべきだと主張した。なぜならば，ここ

において人民は主権者であると同時に臣民となり，自己統治が完成することにな

るためである。 
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29 財政の役割に関する記述として最も妥当なものはどれか。 

 

１ 所得の再配分機能とは，財政支出を行って社会資本や公共サービスを提供する

ことで，国民生活を援助し，その生活を安定させる役割のことである。 

２ 景気の調整機能とは，好況時に公共事業を増やし，歳出活動を行って好況の継

続を支援する役割のことである。 

３ 景気の自動安定化装置とは，累進課税等の制度により，好況時には所得の増加

に応じ，税が増えて景気の過熱を抑え，不況時には税が減るなど，財政に組み込

まれた制度により自動的に景気を安定させるはたらきのことである。 

４ 資源配分の調整機能とは，社会保障に支出を行うことで，市場だけではまかな

えない資本やサービスを国民に提供して，所得の不平等を是正するという役割の

ことである。 

５ 財政の役割は，できるだけ好景気を長続きさせることにあるので，物価の安定

を図ることは，そのために欠かせない非常に重要な経済政策といえ，その他の役

割に優先して政策が行われる。 
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30 成文法と不文法に関する次のＡ～Ｄの記述の正誤の組合せとして最も妥当なもの

はどれか。 

 

Ａ 文章でその内容が表現された法を成文法といい，判決は記録されて書面として

残されるから，判例は成文法である。 

Ｂ 衆議院規則，参議院規則，最高裁判所規則などは，手続や内部規律についての

ルールを定めたものであるから，成文法には含まれない。 

Ｃ 文章の形式をとらないが法源として認められるものを不文法といい，人々の生

活の中で自然発生的にできたルールである慣習法は不文法の代表的な例である。 

Ｄ 国際法の代表例である条約は，国家間の文書による合意であり，法源としては

成文法に分類される。 

 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

１  正  正  誤  誤  

２  正  誤  正  誤  

３  正  誤  誤  正  

４  誤  正  誤  正  

５  誤  誤  正  正  
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31 江戸時代の学問の発達に関する次のＡ～Ｃの記述の正誤の組合せとして最も妥当な

ものはどれか。 

 

Ａ 幕藩体制の安定した時代に合う忠孝・礼儀を尊重する考え方が好まれて，儒学

が重んじられ，さまざまな学派が生まれた。 

Ｂ 医学や農学，和算などの実用的な学問や国文学などが発達して，多くの書籍が

刊行された。 

Ｃ 文芸を中心とした国家の隆盛が図られて，中国の歴史・文学などが大学でさか

んに学ばれ，寄宿舎にあたる大学別曹も設けられた。 

 

   Ａ  Ｂ  Ｃ 

１  正  正  誤 

２  誤  正  正 

３  正  誤  正 

４  誤  正  誤 

５  誤  誤  正 

 
  

以下40問までは，総合職試験（裁判所事務官，院卒者区分）の特例希望

者，総合職試験（裁判所事務官，大卒程度区分）の受験者，総合職試験

（家庭裁判所調査官補，大卒程度区分）の受験者及び一般職試験（裁判所

事務官，大卒程度区分）の受験者が解答してください。 
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32 14 世紀頃のヨーロッパの出来事に関する記述として最も妥当なものはどれか。 

 

１ 百年戦争は，14 世紀，フランスの王位をめぐる争いをきっかけとして始まっ

たフランスとドイツ（神聖ローマ帝国）の長期にわたる戦争である。 

２ 百年戦争はフランスの敗北により終結し，長期の戦争で荒廃した国内の立て直

しによって諸侯の力が増大したため，王権は弱まった。 

３ 百年戦争中，フランスではペストの流行によって，戦況が非常に悪化したが，

神のお告げを受けたと信じる農民の娘が現れてペストの治療で劇的な成果を上げ，

多くの人々を救ったことで，フランス軍は勢いを盛り返した。 

４ イギリスでは，王位継承権を持つ２つの家系による王位継承の内乱であるバラ

戦争が起きた結果，諸侯や騎士が両派に分かれて戦ったために没落し，王権が高

まって絶対王政への道が開かれた。 

５ ドイツ（神聖ローマ帝国）では，13～14 世紀頃には皇帝権力が非常に強く，

皇帝が国家を統一してまとめあげ，周辺諸国への侵略をたびたび繰り返した。 
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33 地図の図法に関する次のＡ～Ｄの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれ

か。 

 

Ａ メルカトル図法は，経線と一定の角度で交わる等角航路が直線で表される。 

Ｂ モルワイデ図法は，中緯度のひずみが少ない正積図法である。 

Ｃ 正距方位図法は，海図に利用されることが多い図法である。 

Ｄ サンソン図法は，高緯度地方の形は正確だが，低緯度地方はひずみが大きい。 

 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

１  正  正  正  誤  

２  正  正  誤  正  

３  正  正  誤  誤  

４  誤  誤  正  正  

５  誤  誤  正  誤  
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34 日本の近代思想に関する次の記述中のＡ～Ｃの空欄に入る語句の組合せとして最も

妥当なものはどれか。 

 

明治のはじめ，啓蒙思想家たちは，西洋の新しい思想を紹介し，古い封建的な制度

や思想を批判した。（ Ａ ）という団体を中心に何人もの啓蒙思想家が新しい思想

の紹介に努めた。（ Ｂ ）は，人々はみな生まれながらにして天から等しく人権を

与えられているとする天賦人権論に基づいて，独立の精神を説き，個人の独立のみな

らず，（ Ｃ ）の独立の重要性を主張した。 

 

    Ａ    Ｂ    Ｃ 

１  仏学塾  中江兆民  政府 

２  明六社  福沢諭吉  国家 

３  周学会  森有礼   国家 

４  明六社  植木枝盛  政府 

５  啓蒙社  福沢諭吉  地方 
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35 国際連合に関する記述として最も妥当なものはどれか。 

 

１ 国際連合は，集団安全保障体制を史上初めて実現した常設の国際機構である。

その前身となった国際連盟は軍事制裁の制度をもたず，経済制裁も実際には一度

も発動しなかったが，国際連合は軍事制裁と経済制裁をともに制度化している。 

２ 国際連合は第二次世界大戦の戦勝国を原加盟国として発足し，本部はジュネー

ブに置かれた。その後，1970 年代には東西ドイツや南北朝鮮といった分断国家

もこれに加盟し，今日の加盟国数は 190 か国を超えるに至っている。 

３ 2018 年 12 月に国連総会で新たな国連予算（2019-21 年）が採択され，通常予

算では中国の分担率が日本を抜いて２位となることが決まった。また，平和維持

活動（ＰＫＯ）予算では，負担軽減が認められなかったアメリカが一部支払い拒

否を表明した。 

４ 国際司法裁判所は，国際連盟の外郭機関であった常設国際司法裁判所の後身に

あたる国際機関であり，国家間紛争に判決を下す役割を担っている。わが国は国

際司法裁判所の強制管轄権受諾宣言を行っておらず，これまでに裁判当事国とな

ったことはない。 

５ 国際復興開発銀行（ＩＢＲＤ）と国際通貨基金（ＩＭＦ）は，国際連合の専門

機関である。この両機関は一国一票の多数決制で意思決定を行っており，大国の

拒否権を認めていないため，2018 年 12 月にアメリカは制度改革を求めて脱退の

可能性を表明した。 
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36 次の企業に関する語句についてのＡ～Ｄの記述の正誤の組合せとして，最も妥当な

ものはどれか。 

 

Ａ ディスクロージャーとは，企業の財務などの情報を外部に開示することであり，

これを促進しようとする動きも広がってきている。 

Ｂ コーポレート・ガバナンスとは，企業の果たす社会的責任の一つとして，企業

が芸術・文化などへの支援活動を行うことである。 

Ｃ ステークホルダーとは，利害関係者という意味であり，株主や従業員，顧客や

地域社会などが含まれる。 

Ｄ 所有と経営の分離とは，資本の所有者と経営者が異なっていることをいい，株

主が取締役会に経営を委ねることなどがこれにあたる。 

 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 

１  正  誤  正  正 

２  正  正  誤  誤 

３  正  誤  誤  誤 

４  誤  誤  正  正 

５  誤  正  誤  誤 
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37 磁気に関する次のＡ～Ｅの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか。 

 

Ａ 磁石が鉄片を引きつけたり，磁石同士が引き合ったりする力を磁気力（磁力）

といい，磁気力は磁石の両端で最も強く，この部分を磁極という。 

Ｂ 磁極にはＮ極とＳ極があり，同種の極は互いに反発し，異種の極は互いに引き

合う。 

Ｃ 磁気力（磁力）の及ぶ空間には磁界が生じているといい，磁界の向きはＮ極が

受ける力の向きと定める。 

Ｄ 磁界の向きに沿って引いた曲線を磁力線といい，この線の密なところは磁場が

弱い。 

Ｅ 電流は周囲に磁場をつくるが，電流の強さや電流の進む向きは，この磁場に影

響を与えない。 

 

   Ａ   Ｂ  Ｃ  Ｄ  Ｅ 

１  正  正  正  誤  誤 

２  正  正  正  誤  正 

３  誤  正  誤  誤  正 

４  誤  誤  正  正  誤 

５  誤  誤  誤  正  正 
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38 酸と塩基の反応に関する次のＡ～Ｄの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものは

どれか。 

 

Ａ 酸と塩基が反応して，互いにその性質を打ち消し合う反応を中和という。 

Ｂ 酸と塩基を反応させて，酸のＨ＋と塩基のＯＨ－が結合すると水ができる。 

Ｃ 酸と塩基が過不足なく反応して，中和反応が完了する点を中和点という。 

Ｄ 過不足なく反応する酸と塩基を用いて水溶液を中性にする操作を中和滴定という。 

 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 

１  正  正  誤  正 

２  正  正  正  誤 

３  誤  正  誤  正 

４  誤  誤  正  正 

５  誤  正  正  正 
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39 生体内の化学反応に関する次のＡ～Ｃの記述の正誤の組合せとして最も妥当なもの

はどれか。 

 

Ａ 酵素は，生体内の化学反応を促進するタンパク質で，生体触媒とよばれる。 

Ｂ 化学反応の前後で，酵素それ自体は変化しないため，何度も再利用されるが，化

学反応の種類に応じて多種多様な酵素が必要である。 

Ｃ 酵素は，本来もっと高温で起こる反応を促進しているので，温度が高ければ高い

ほどはたらきが活発になり，化学反応の速度が大きくなる。 

 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  

１  正  誤  誤 

２  誤  誤  正 

３  正  誤  正 

４  正  正  誤 

５  誤  正  誤 
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40 火成岩に関する次のＡ～Ｄの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか。 

 

Ａ マグマが冷え固まってできた岩石を火成岩といい，火成岩には，地表や地下の

浅いところで急速に冷えてできた火山岩と，地下深くでゆっくり冷えてできた深

成岩とがある。 

Ｂ マグマが急速に冷えると，鉱物がよく成長し，粒が大きく，大きさの揃った結晶

の集合体になる。 

Ｃ 火成岩のうち，ガラス質を多く含むのは，地表や，地下の浅いところでできた火

山岩である。 

Ｄ かんらん石や輝石など鉄やマグネシウムを含む鉱物は，無色または淡い色をして

おり，このような鉱物を多く含んだ火成岩は，白っぽい色をしている。 

 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 

１  正  誤  正  誤 

２  正  正  誤  誤 

３  誤  誤  正  正 

４  誤  正  誤  正 

５  誤  誤  正  誤 

 

 


