
問題番号 問題文 正解 誤答（1） 誤答（2） 誤答（3）

1 「欧州の父」と呼ばれるフランスの外交官は誰か。 ジャン・モネ クーベルタン サルトル サン・テクジュペリ
2 ＥＵ加盟候補国ではない国はどれか。 スイス ブルガリア ルーマニア トルコ
3 ユーロが使えないEU加盟国はどれか。 イギリス フランス ドイツ オランダ
4 極小の世界で分子や原子の動きを調整して、モノをつくったり、図るための先進技術を何というか。 ナノテクノロジー 超ミクロテクノロジー バイオテクノロジー ニューテクノロジー
5 高度な情報通信ネットワークを利用できる社会を実現するための法律は何か。 「IT基本法」 「インターネット整備法」 「電気通信事業法」 「IP通信法」
6 情報通信に関する知識の差によって所得格差が生じることを何というか。 デジタルデバイド デジタルマインド デジタル知能 デジタル所得
7 ナノテクノロジーの「ナノ」とは何分の1を意味するか。 10億分の１ 1千万分の1 1億分の１ 100億分の１
8 日本が商業・実用化を目指す国産ロケットは何か。 H2Aロケット ペンシルロケット L4ロケット N2ロケット
9 有料道路の料金所で、停止せずに通行料金を支払うことのできるシステムを何というか。 ETC GPS VICS ABS
10 イスラム教徒が世界中どこにいても1日5回その方向に向かって祈りをささげるといわれる聖なるモスク＝カーバ神殿はどサウジアラビア イスラエル イラク イラン
11 サウジアラビアにはイスラムの聖地のある都市が2つあるが、メッカともう一つはどこか。 メディナ エルサレム ヘブロン ナジャフ
12 二大政党制となっている国はどれか。 イギリス 日本 フランス イタリア
13 米国大統領の任期は何年か。 4年 3年 5年 6年
14 米国の2大政党の1つはどれか。 共和党 保守党 労働党 自由民主党
15 1996年に制定された環境マネジメントの国際規格を何というか。 ISO14001 ISO9001 ISO13485 ISMS
16 世界初の量産ハイブリッド自動車を発売した自動車会社はどこか。 トヨタ 日産 ホンダ マツダ
17 低公害車としての普及が期待される、エンジンとモーターを両方積んだ車のことを何というか。 ハイブリッドカー 電気自動車 ソーラーカー 燃料電池自動車
18 燃料電池の発電に必要なものは酸素と何か。 水素 窒素 炭素 カルシウム
19 葵祭の前儀として、下鴨神社で古くから行われている神事を何と呼ぶか。 流鏑馬神事 鬼すべ神事 御篝神事 歩射神事
20 京都に初夏の訪れを告げるという納涼床はどの川に設けられるか。 鴨川 桂川 木津川 由良川
21 サクラダファミリア教会のある都市はどれか。 バルセロナ ローマ フィレンツェ サンパウロ
22 政府が2010年までに目指している訪日外国人旅行者の目標人数は何人か。 1000万人 500万人 1500万人 2000万人
23 日本三大祭とは、神田祭、祇園祭ともう一つは何か。 天神祭 ねぶた祭 時代祭 葵祭
24 「完全失業率」とは「完全失業者数」を何で割って計算したものか。 労働力人口 20歳以上人口 総人口 求職者
25 「第二の予算」とよばれるのはどれか。 財政投融資 一般会計予算 特別会計予算 政府関係機関予算
26 1960年、新首相となり「所得倍増」をスローガンに掲げたのは誰か。 池田勇人 岸信介 佐藤栄作 田中角栄
27 一般にG７と呼ばれる国に入っていない国はどこか。 中国 ドイツ イタリア カナダ
28 親会社が株式保有を通して傘下企業を支配するものは何と呼ばれるか。 コンツェルン カルテル トラスト コングロマリット
29 会社企業形態のうち、大企業に適しているものはどれか。 株式会社 有限会社 合資会社 合名会社
30 企業による他企業の合併・買収を何というか。 M & A TOB LBO B & B
31 業界トップの企業が定めた価格にならって決まる価格とは何か。 管理価格 競争価格 市場価格 統制価格
32 金融機関が破綻した場合、預金者に一定額の払い戻しをおこなう制度を何というか。 ペイオフ 量的緩和 補助金削減 金融引き締め
33 経済の発展につれて、第三次産業の比重が大きくなる現象を何というか。 産業構造の高度化 技術革新 経済のサービス化 経済のソフト化
34 財を生産する産業から、商業・通信・教育・レジャーなどのサービス産業に経済の中心が移ることを何というか。 経済のサービス化 経済のスリム化 経済のグローバル化 経済のソフト化
35 小規模な資本金で、独自の製造技術やソフトをもって、新しい市場の開拓に挑む小さな企業のことを何というか。 ベンチャー企業 電気通信附帯サービス業ソフトウェア業 老人福祉事業
36 政府の役割でないのはどれか。 経済活動における競争の国際収支の均衡 為替相場の安定 対外的経済協力の充実
37 世界の貿易総額の半分以上を占め、しばしば貿易摩擦が発生するのはどれか。 水平貿易 垂直貿易 東西貿易 南北貿易
38 戦後の円の最高値は1ドルいくらか。 79円台 69円台 89円台 99円台
39 先進工業国と発展途上国との間の経済的格差から生じる問題を一般に何というか。 南北問題 統一問題 財政問題 民族問題
40 第2次産業ではないものはどれか。 農林業 鉱業 建設業 製造業
41 直接税でないものはどれか。 消費税 住民税 法人税 所得税
42 次のうち社会資本の整備など公共性の強い事業に融資するものはどれか。 財政投融資 一般会計予算 特別会計予算 政府関係機関予算
43 東京−大阪を結ぶ東海道新幹線は何年に開業したか。 1964年 1962年 1966年 1968年
44 特定の国や地域が貿易を活発にするために関税を撤廃したり、お互いの制度を調和させたりする取り決めを何というか自由貿易協定 地域貿易協定 多角的貿易協定 商業貿易協定
45 日銀の量的金融緩和の前に行われていた、金利を限りなくゼロに近づける政策を何というか。 ゼロ金利政策 マネーサプライ 公的資金導入 インフレターゲット
46 日経平均株価の史上最高値はおよそいくらか。 約4万円 約3万円 約2万円 約1万円
47 日本銀行が毎年春と秋に発表している報告はどれか。 「経済・物価の展望」 「産業景気の見通し」 「景気動向指数」 「短期経済観測」
48 年率10％もの超インフレを何と呼ぶか。 ハイパーインフレ デフレ・スパイラル クリーピングインフレ ギャロッピングインフレ
49 物価がかなりの期間継続して上昇する現象を何というか。 インフレーション デフレーション スタグフレーション スタグネーション
50 物価の下落が2年以上続いている状態を何というか。 デフレーション スタグネーション インフレーション スタグフレーション
51 連邦準備銀行とはどこの国の中央銀行か。 アメリカ フランス イギリス ドイツ
52 憲法に定められている日本国民の三大義務に相当しないものはどれか。 兵役 勤労 納税 教育
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53 戦争や武力の行使を否定するのは憲法第何条か。 第９条 第７条 第12条 第15条
54 日本国憲法と関係のないものはどれか。 欽定憲法 平和主義 国民主権 民定憲法
55 日本国憲法の三大原理とは、「国民主権」と「基本的人権の尊重」ともう一つは何か。 平和主義 安全の確保 自由権 信教の自由
56 「三位一体改革」と直接関係のないものはどれか。 郵政民営化 補助金削減 税源移譲 地方交付税の見直し
57 市町村の行財政運営の効率化を目指して現在さかんに行われていることは何か。 市町村合併 市町村買収 市長村移転 市町村選挙
58 長期間停止したままの公共事業について、その是非を抜本的に見直す制度は何か。 時のアセスメント制度 環境アセスメント制度 事業進捗評価制度 公共事業見直し制度
59 介護保険制度が導入されたのはいつか。 2000年度 1999年度 2001年度 2002年度
60 日本では急速な高齢化が懸念されているが、一般に高齢者とはどのような人をいうか。 65歳以上 60歳以上 70歳以上 75歳以上
61 人類が唯一根絶に成功したウィルス病は何か。 天然痘 コレラ モザイク病 黄熱病
62 『国富論』の著者は誰か。 アダム・スミス マルサス ケインズ マルクス
63 人間の脳の容積はどれくらいか。 000cc 850cc 1 1
64 ビールとは、水とホップ以外の原料における麦芽の使用比率が何％以上のものをいうか。 66.70% 25.40% 33.30% 50.20%
65 現役世代が減り、受給世代が増えるのに合わせて、年金の給付水準を引き下げる新しい仕組みを何というか。 マクロ経済スライド 物価スライド制 ミクロ調整 ペンション調整
66 「人魚姫」「親指姫」などの作者として知られるデンマーク人の絵本作家はだれか。 アンデルセン イソップ グリム ボーモン
67 歌舞伎の演目でないものはどれか。 「源氏供養」 「仮名手本忠臣蔵」 「菅原伝授手習鑑」 「義経千本桜」
68 松尾芭蕉の紀行文、「奥の細道」の冒頭はどれか。 月日は百代の過客にして 男もすなる日記といふもの祇園精舎の鐘の声 行く河の流れは　
69 「蟹工船」などの作品がある、プロレタリア文学の作家はだれか。 小林 多喜二 徳永 直 葉山 嘉樹 武者小路 実篤
70 ポルトガルの首都はどれか。 リスボン マドリード コペンハーゲン アムステルダム
71 租税の中で地方税はどれか。 固定資産税 法人税 相続税 印紙税
72 最高裁判所は長官以外、何名の裁判官で組織されているか。 １４名 １６名 １８名 ２０名
73 自衛隊が復興支援のためイラクに派遣された際の宿営地となった都市はどこか。 サマワ ファルージャ バグダッド バスラ
74 政府は2010年度までに国家公務員1種の採用者に占める女性の割合を何％程度に引き上げるとしているか。 30% 20% 40% 50%
75 選挙期間中に、各政党が公表する選挙公約のことを何とよぶか。 マニフェスト ポリシー プロミス コミットメント
76 田中康夫長野県知事に関係する言葉はどれか。 脱ダム宣言 安全宣言 観光立県宣言 ごみゼロ推進宣言
77 成文憲法を持たない国はどれか。 イギリス アメリカ ドイツ ロシア
78 二千円札の表の図柄は何か。 沖縄・首里城の守礼門 奈良・東大寺の南大門 京都・南禅寺の山門 日光・東照宮の陽明門
79 米国が抱える財政赤字と経常収支赤字の2つの赤字は何と呼ばれているか。 双子の赤字 累積赤字 ツイン赤字 ダブル赤字
80 牛海綿状脳症の症例が最初に発見されたのはどの国か。 イギリス フランス 中国 日本
81 食文化の荒廃を危惧する警鐘として提唱された言葉はどれか。 スロー・フード ファースト・フード 脂肪肝 血糖値
82 原則的に訴訟の第一審が行われるのはどれか。 地方裁判所 簡易裁判所 家庭裁判所 高等裁判所
83 現代の民主的選挙制度に該当しないものはどれか。 制限選挙 平等選挙 直接選挙 秘密投票
84 国民が裁判官とともに刑事裁判に参加することになる制度を何というか。 裁判員制度 陪審員制度 裁判人制度 陪審人制度
85 国会の種類として、存在しないものはどれか。 予備国会 通常国会 臨時国会 特別国会
86 国会のもつ権限はどれか。 立法権 行政権 司法権 交渉権
87 最高裁判所長官を指名するのはどこ（誰）か。 内閣 首相 衆議院 天皇
88 衆議院の解散による総選挙後30日以内に召集される国会はどれか。 特別国会 臨時国会 通常国会 解散国会
89 地方議会の議決により成立する地方自治体の法規を何というか。 条例 政令 法令 条項
90 日本が採っている議院内閣制はどこの国を起源とするか。 イギリス ドイツ フランス アメリカ
91 日本の裁判制度を表すものはどれか。 三審制 一審制 二審制 四審制
92 日本の衆議院の議員定数は何人か。 480人 400人 460人 500人
93 ハッピーマンデー法によりその月の第2または第3月曜に移動された祝日でないものはどれか。 文化の日 成人の日 海の日 敬老の日
94 日本において、少年であっても何歳から刑罰の適用を受けるか。 14歳以上 12歳以上 13歳以上 16歳以上
95 日本の参議院の議員定数は何人か。 242人 210人 220人 231人
96 日本の通常国会の会期は何日か。 150日 147日 155日 160日
97 歌舞伎と関係の深いものはどれか。 花道 花祭り 花札 花吹雪
98 茶道と関係の深いものはどれか。 にじり口 天地人 池坊流 小笠原流
99 神道と関係の深いものはどれか。 鳥居 五重塔 木魚 数珠
100 人形浄瑠璃と関係の深いものはどれか。 文楽 雅楽 能 日本舞踊
101 能楽と関係が深いのはどれか。 観阿弥 阿弥陀 木阿弥 黙阿弥
102 華道と関係の深いものはどれか。 草月流 観世流 和泉流 薮内流
103 日本庭園と関係の深いものはどれか。 飛び石 堆朱 回り舞台 点前
104 世界遺産に指定されていないのは次のうちどれか。 六甲山 吉野・大峯 高野山 熊野三山
105 天皇の国事行為に助言と承認を与えるのはどれか。 内閣 宮内庁 国会 最高裁判所
106 印象派の画家ではないのは誰か。 ターナー セザンヌ モネ ドガ
107 日本が100％輸入に依存しているものではないのはどれか。 木材 とうもろこし 綿花 羊毛
108 日本におけるキリスト教信者の占める割合はどれくらいか。 1％弱 4%強 6%弱 8％強



109 歌劇「カルメン」の作曲者は誰か。 ビゼー プッチーニ ブラームス ワーグナー
110 参議院議員の被選挙権は満何歳以上か。 ３０歳 ２０歳 ２５歳 ３５歳
111 直接税に含まれないのはどれか。 揮発油税 住民税 贈与税 自動車税
112 生産の３要素に含まれないのはどれか。 技術 土地 労働 資本
113 銀行の３大義務に含まれないのはどれか。 両替 預金 貸出 為替
114 北朝鮮の核問題を検討する６カ国協議の参加国は、北朝鮮以外にどの国々か。 日米韓中露 日米韓中台 日米英韓中 日米仏韓中
115 国連平和維持活動を示すのは次のうちどれか。 PKO PKF PLO PET
116 戦争状態が続くイラクに武装した日本の地上部隊を派遣したのはどの法律によるか。 イラク人道復興支援特措法テロ対策特措法 米軍行動円滑化法 国連人道法
117 戦争捕虜の人権などを定めている条約はどれか。 ジュネーブ条約 ハーグ条約 ニューヨーク条約 ワシントン条約
118 中近東に拠点を置く国際的なテロ組織はどれか。 アルカイダ 日本赤軍 赤い旅団 アルハンブラ
119 中国・台湾が領有を主張している日本の島はどれか。 尖閣諸島 江田島 千島列島 五島列島
120 日本が領有権を主張しているにもかかわらず、韓国が占拠を続けている島はどれか。 竹島 対馬 佐渡島 新島
121 有事の際に国民の生命や財産をどう守るかを定める法制度はどれか。 国民保護法制 武力撃退法制 日米安保条約 日韓基本条約
122 インターネット等でコンピュータに無断侵入するのを禁止する法律は何か。 不正アクセス禁止法 不法侵入禁止法 財産侵害禁止法 家宅侵入禁止法
123 勧誘にのせられて、つい不要なものを購入する契約を結んでしまった人でも、一定の期間内であれば、書面によって契約クーリングオフ制度 クール・アウト制度 クリーンオフ制度 クール・イン制度
124 昭和３０年代から４０年代にかけての日本の高度経済成長の下で、消費者問題が顕在化する中で制定された法律は何 消費者保護基本法 製造物責任（PL）法 消費者契約法 食糧管理法
125 製造物責任法を表すのはどれか。 PL法 TL法 ML法 KL法
126 政府の説明責任を明らかにし、中央省庁の行政文書の原則公開を義務付ける法律はどれか。 情報公開法 情報開示法 文書公開法 文書開示法
127 全国民に健康保険を適用させることを何というか。 国民皆保険 社会保険制度 公的扶助 医療扶助
128 つきまとい行為をした人に対して警告や禁止命令を出すことのできる法律は何か。 ストーカー規制法 つきまとい規制法 ストーキング規制法 尾行規制法
129 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を目的として作られた法律は通称何というか。 ＤＶ防止法 虐待防止法 暴対法 配偶者保護法
130 わが国で女性参政権が実現したのはいつか。 1945年 1900年 1914年 1949年
131 APECとは何のことか。 アジア太平洋経済協力会アフリカ連合 東南アジア諸国連合 北米自由貿易協定
132 ASEANとは何のことか。 東南アジア諸国連合 欧州連合 国連児童基金 北米自由貿易協定
133 NPOとは何を意味するか。 民間非営利団体 非政府組織 核拡散防止条約 経済開発協力機構
134 ODAとは何のことか。 政府開発援助 世界保健機関 国際原子力機関 非政府組織
135 PKOとは、国連の行うどのような活動を表す略語か。 平和維持活動 一時停戦活動 和平合意活動 紛争解決活動
136 UNとは何を意味するか。 国際連合 米国 ユネスコ 国際連盟
137 WHOとは何を意味するか。 世界保健機関 世界貿易機関 世界銀行 国際労働機関
138 国内総生産は一般にどのように略記されるか。 GDP GNP NNP NNW
139 日本生まれでない武道は、次のうちどれか。 少林寺拳法 柔道 合気道 剣道
140 日本の県の中で、海のない県はいくつあるか。 ８県 5県 10県 11県
141 労働者の仕事を、より多くの労働者で分け合うことを何という。 ワークシェアリング ワークディビジョン ワーク分担制度 協同作業制度
142 ロボットの生産台数が世界一の国はどこか。 日本 フランス アメリカ シンガポール
143 今世紀の半ばには、人口が中国を抜くと言われている国はどこか。 インド インドネシア アメリカ ブラジル
144 イギリスの２大政党は労働党ともうひとつは何か。 保守党 民主党 自由党 共和党
145 次の建物の中で東京に無いものはどれか。 通天閣 六本木ヒルズ 丸ビル 東京タワー
146 国際通貨基金の略語はどれか。 IMF IAS IEA IAEA
147 「最大多数の最大幸福」を唱えたのは誰か。 ベンサム ホッブス ミル マルクス
148 日本国憲法の条文は何条あるか。 １０３条 １００条 １０１条 １０２条
149 いわゆる六法に含まれないのはどれか。 皇室典範 商法 刑事訴訟法 民法
150 憲法改正の発議をするのはどれか。 国会 内閣 国民 裁判所
151 循環型経済システムの構築に向けてかつての１Rに代わって現在は３R政策が遂行されている。次のうちその３Rに含ま リプロデュース リデュース リユース リサイクル
152 2000年6月以降、個別リサイクル法が次々と改正された。次のうち存在しないものどれか。 自転車リサイクル法 容器包装リサイクル法 食品リサイクル法 建設リサイクル法
153 国務大臣は少なくともどのくらいの割合で国会議員から選ばれないといけないか。 過半数 ３分の１ ３分の２ ４分の３
154 土産品として人気が高い伊勢の名物はどれか。 赤福餅 安倍川餅 うなぎパイ ぼた餅
155 バルト三国に含まれない国はどれか。 スロバキア エストニア ラトビア リトアニア
156 次の中で二つの言葉の関係が、他のものと異なるのはどれか。 明太子ーマス イクラー鮭 キャビアーサメ 数の子ーニシン
157 次の航空会社の中で、日本の会社でないものはどれか。 キャセイパシフィック航空 スカイマークエアラインズ 日本航空システム スカイネットアジア
158 次の城のうち、世界文化遺産に登録されているのはどれか。 姫路城 犬山城 松本城 彦根城
159 次のうち最も古い戦争はどれか。 日清戦争 太平洋戦争 第１次世界大戦 日露戦争
160 次のうち実用化されたのが最も古いのはどれか。 電話 ラジオ トランジスター テレビ
161 第１次石油ショックが起きたのはいつ頃か。 1973年 1960年 1967年 1978年
162 第１次石油ショックは日本の社会にどんな影響を与えたか。 物価の高騰 物価の下落 物価の安定 原油価格の下落
163 相当な期間にわたって継続して物価が上昇していく現象を何と呼ぶか。 インフレーション ディレギュレーション デフレーション スタグフレーション
164 わが国の消費者問題に関連する事項のうち最も古いのはどれか。 主婦連の結成 消費者保護基本法成立 サリドマイド事件 森永ひそミルク事件



165 工業標準化法による国の基準に合格した製品につけられるマークはどれか。 JISマーク JASマーク STマーク PLマーク
166 労働運動発祥の地はどこか。 イギリス アメリカ 日本 ドイツ
167 労働に関する法律のうち、最も早く制定されたのはどれか。 労働組合法 最低賃金法 労働関係調整法 労働基準法
168 労働力の需要と供給の関係は何と呼ばれているか。 労働市場 需給関係 総労働力 労働基準
169 日本の社会保障制度は社会福祉、社会保険、公衆衛生とあと一つはどれか。 公的扶助 公共事業 救貧制度 公的資金
170 失業救済のための社会保険はどれか。 雇用保険 健康保険 厚生年金保険 労災保険
171 パレスチナにイスラエルの建国を認め、アラブとイスラエル間のパレスチナ紛争のきっかけを作った国はどこか。 イギリス トルコ アメリカ ドイツ
172 パレスチナ解放機構を表す頭字語はどれか。 PLO PKO POW POB
173 インドの主な宗教は何か。 ヒンドゥー教 仏教 イスラム教 ラマ教
174 パキスタンの主な宗教は何か。 イスラム教 キリスト教 ユダヤ教 バラモン教
175 スリランカの主な宗教は何か。 仏教 キリスト教 イスラム教 ゾロアスター教
176 日本から北方4島の返還を求められているのに応じない国はどこか。 ロシア アメリカ 中国 ドイツ
177 日本がサンフランシスコ平和条約で領有権を放棄したのはどの島か。 千島列島 八重山列島 五島列島 樺太
178 日本がロシアに対して返還を求めている北方４島には含まれていない島はどれか。 礼文島 歯舞諸島 国後島 択捉島
179 キリスト教の戦闘的な一派に用いられ、最近はイスラムに対しても用いられるようになった言葉はどれか。 原理主義 記述主義 聖典主義 戦闘主義
180 日本の省庁で、国際交流を担当するのはどれか。 外務省 国土交通省 文部科学省 法務省
181 日本の省庁で、姉妹都市交流を担当するのはどれか。 総務省 環境省 国土交通省 外務省
182 日本の省庁で、観光を担当するのはどれか。 国土交通省 外務省 環境省 総務省
183 日本の省庁で、スポーツ交流を担当するのはどれか。 文部科学省 外務省 経済産業省 厚生労働省
184 日本の省庁で、グリーンツーリズムを担当するのはどれか。 農林水産省 厚生労働省 国土交通省 文部科学省
185 国際連合の本部はどこにあるか。 ニューヨーク ワシントン パリ ジュネーブ
186 世界貿易機関（WTO）の本部はどこにあるか。 ジュネーブ ウィーン ブリュッセル ロンドン
187 CD、作詞・作曲家等を対象として与えられる賞はどれか。 グラミー賞 アカデミー賞 フィールズ賞 エミー賞
188 カンボジアの首都はどれか。 プノンペン ハノイ デリー バンコク
189 アンコールワットはもともと何という宗教の寺院であったか。 ヒンドゥー教 イスラム教 仏教 ジャイナ教
190 ラテン語で「どこにでもある」を意味する言葉で「いつでもどこでも何でもネットにつながる」という次世代情報環境は何と呼ユビキタス ユニバーサル ユリシーズ ユニラテラル
191 国際司法裁判所はどこにあるか。 ハーグ ウィーン オスロ ベルン
192 米国民の大半が信仰する宗教・教派はどれか。 プロテスタント イスラム教 ユダヤ教 カトリック
193 プロテスタントが最も重視するものはどれか。 聖書 コーラン ローマ法王 ローマ教会
194 現在のブッシュ政治に大きな影響力を持つとされている「ネオコン」とは何か。 新保守主義者 伝統派 過激派 無関心層
195 市場（しじょう）では果物だが、農林水産省の分類では野菜になるのはどれか。 イチゴ ミカン クリ リンゴ
196 農林水産省の分類では果物だが、市場（しじょう）では野菜と分類されるものはどれか。 ウメの実 トマト ブドウ タマネギ
197 一般にG7と呼ばれている「主要７ヶ国（　　　）・中央銀行総裁会議」の（　　　）に入るものを選びなさい。 財務相 法務相 首相 首脳
198 護送船団方式とは何を護るものか。 民間金融機関 日本銀行 漁業 造船業
199 簡保とは何か。 簡易保険 簡便保険制度 簡単保険 簡易保障
200 内陸国でないのは次のうちどれか。 ウルグアイ ハンガリー オーストリア パラグアイ
201 次の漫画のうち、戦後のものはどれか。 鉄腕アトム のらくろ 蛸の八ちゃん フクちゃん
202 沖縄県民は長寿だが、その食生活の特徴は何か。 豚肉をよく食べる 牛肉をよく食べる 魚をよく食べる 米をよく食べる
203 「畑の肉」と呼ばれる良質のタンパク質を含む植物は何か。 大豆 インゲン豆 大根 そら豆
204 日本の三大八幡宮とは、鶴岡八幡宮、石清水八幡宮ともう一つはどこか。 宇佐八幡宮 富岡八幡宮 薬師寺八幡宮 伊賀八幡宮
205 奧州の三大霊場とは、恐山、金華山ともう一ケ所はどこか。 出羽三山 岩木山 八甲田山 蔵王山
206 景気変動の波のひとつで、３年から４年の短期波動であるキチンの波を起こすのは何か。 在庫調整 物価調整 技術革新 設備投資
207 京都三大祭りとは、時代祭り、祇園祭りともう一つはどれか。 葵祭り 七夕祭り 山王祭り 三社祭り
208 台風の同類に入らないものは、次のうちどれか。 トルネード ハリケーン サイクロン 野分け
209 色の三原色に含まれないのは、次のうちどれか。 緑 黄 青 赤
210 三大栄養素に含まれないのは、次のうちどれか。 ビタミン タンパク質 炭水化物 脂肪
211 国民の三大義務に入らないのは、次のうちどれか。 介護 納税 教育 労働
212 日本の三大成人病に含まれないのは、次のうちどれか。 肝臓病 心臓病 癌 脳卒中
213 江戸時代の三大俳人に含まれないのは、次のうちの誰か。 正岡子規 小林一茶 与謝蕪村 松尾芭蕉
214 徳川御三家に入らないのは、次のうちのどれか。 駿河 尾張 水戸 紀伊
215 春の七草に含まれないのは、次のうちのどれか。 ゼンマイ ナズナ オギョウ スズシロ
216 米寿は88歳を表すが、白寿は何歳か。 99歳 80歳 89歳 109歳
217 七福神のうち、漁業と関係が深いのはどれか。 恵比寿天 大黒天 弁財天 布袋和尚
218 世界の四大文明のうち、最も古いのはどれか。 メソポタミア文明 黄河文明 インダス文明 エジプト文明
219 日本の三大仏とは、奈良の大仏、鎌倉大仏ともう一つはどれか。 高岡大仏 小杉大仏 庄川大仏 別府大仏
220 日本の三名瀑に入らないのは、次のうちどれか。 羽衣の滝 華厳の滝 那智滝 袋田ノ滝



221 弦楽四重奏で使われない楽器はどれか。 コントラバス ヴァイオリン ヴィオラ チェロ
222 日本経済が急速に成長した、いわゆる高度経済成長は時期はいつか。 1950年代後半〜1960年代1945年〜1950年代前半 1970年代前半〜1980年代1980年代後半〜1990年代初

223 EU加盟国ではあるがユーロには参加していない国はどれか。 スウェーデン ベルギー フィンランド ギリシャ
224 家電リサイクル法において、特定家庭用機器として指定されていないものはどれか。 掃除機 テレビ 冷蔵庫 洗濯機
225 GATTを発展的に解消して設立された国際機関は何か。 世界貿易機関 国際通貨基金 世界保健機関 国際復興開発銀行
226 国勢調査は何年に１回行われるか。 5年 3年 4年 6年
227 2008年夏季オリンピックの開催地はどこか。 北京 パリ イスタンブール ロンドン
228 温室効果ガスに含まれないものはどれか。 窒素 二酸化炭素 メタン フロン
229 いわゆるバブル経済が日本で崩壊したのはいつか。 1990年 1980年 1988年 1995年
230 米国の金融政策を担当する機関はどれか。 FRB FCC FOMC FTC
231 参議院議員の任期は何年か。 ６年 ５年 ４年 ３年
232 テニスの四大大会が行われない場所はどこか。 カナダ アメリカ合衆国 フランス オーストラリア
233 労働力人口比率とは、何歳以上の人口に占める労働力人口の割合のことか。 15歳 18歳 20歳 22歳
234 医療保険の種類として該当しないものはどれか。 厚生年金保険 船員保険 国民健康保険 各種共済組合
235 10円玉に描かれている建物は何か。 平等院鳳凰堂 唐招提寺金堂 日光東照宮本殿 円覚寺舎利殿
236 第1次産業に入るものはどれか。 漁業 運輸業 不動産業 建設業
237 PL法とは何のことか。 製造物責任法 消費者契約法 割賦販売法 特定商取引法
238 衆議院議員の任期は何年か。 ４年 ２年 ３年 ５年
239 国連の公用語でない言語はどれか。 ドイツ語 アラビア語 スペイン語 フランス語
240 現在、日本では何をベースに、経済成長率を計算しているか。 GDP NNP GPS GNP
241 セーフガードの正しい説明はどれか。 緊急輸入制限措置 製品保証制度 消費者利益保護策 経済新生対策
242 消費者物価指数を表す略語はどれか。 CPI SQ INP WPI
243 人口密度が最も高い国はどれか。 韓国 日本 中国 タイ
244 紙幣はどこで印刷されているか。 国立印刷局 財務省 造幣局 内閣府
245 敵対的買収に備えるために企業が取る防衛策を何というか。 ポイズンピル ストックオプション フィリバスター M & A
246 カルテルを日本語では何と言うか。 企業連合 企業買収 企業合同 企業連携
247 企業の資本総額、売上高、従業員数などを基準に課税する税を何というか。 外形標準課税 外形基準課税 外形規模課税 外形資本課税
248 労働者が業務の遂行中、業務に起因して受けた負傷や疾病、および死亡を何というか。 労働災害 労働損傷 労働負傷 労働被害
249 第3次産業に入るものはどれか。 金融業 製造業 農業 鉱業
250 硬貨はどこで鋳造されているか。 造幣局 内閣府 日本銀行 国立印刷局
251 人口密度が最も高い国はどれか。 バングラデシュ フィリピン インド マレーシア
252 次のうち、最も古いスポーツはどれか。 野球 バレーボール バスケットボール ハンドボール
253 サウジアラビアの首都はどこか。 リヤド アブダビ ダマスカス テヘラン
254 東北の三大祭りに含まれないのは、次のうちどれか。 天神祭り ねぶた祭り 仙台七夕祭り 竿灯祭り
255 日本の戦後の三大経済改革に入らないのはどれか。 プラザ合意 財閥解体 労働運動の解放 農地改革
256 日本の三大工業地帯に入らないのはどれか。 北九州 京浜 阪神 中京
257 日本の三大古典劇に入らないのは、次のうちどれか。 狂言 人形浄瑠璃 能 歌舞伎
258 山形県の三大名物に入らないのは、次のうちどれか。 苺（いちご） 最上川 蔵王 紅花
259 国連安保理の常任理事国は何カ国か。 ５カ国 ６カ国 ７カ国 ８カ国
260 国内企業の海外進出により、国内の産業がおとろえ、雇用が減少することを何というか。 産業空洞化 構造転換 成熟化現象 外部委託
261 人口が200万人を超えない都市はどれか。 京都市 大阪市 横浜市 名古屋市
262 日本の総発電量に占める原子力発電の割合はどれくらいか。 約３分の１ 約５分の１ 約４分の１ 約２分の１
263 米の輸出量で世界のトップ3に入らない国はどれか。 ミャンマー タイ ベトナム アメリカ合衆国
264 政令指定都市でないものはどれか。 新潟市 さいたま市 福岡市 京都市
265 絶滅の恐れのある野生生物の保護を目的に国際商取引を規制する条約は何か。 ワシントン条約 ジュネーブ条約 バーゼル条約 ラムサール条約
266 企業短期経済観測調査のことを一般に何というか。 日銀短観 日銀観測 日銀調査 日銀短測
267 事業を縮小・閉鎖する際、再雇用することを条件に一時的に解雇調整する制度を何というか。 レイオフ リストラ ポスティング トレード
268 47都道府県の中で老年（65歳以上）人口の割合が最も高いのはどこか。 島根県 埼玉県 神奈川県 滋賀県
269 外国企業に対し、法人税を免ずるなどの優遇措置を設けている国や地域を何というか。 タックスヘイブン デリバティブ キャピタルゲイン デューティーフリー
270 正式名称が「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」である条約は何か。 ラムサール条約 ベルヌ条約 バーゼル条約 ワシントン条約
271 経済協力開発機構の略語はどれか。 OECD WTO APEC UNCTAD
272 国連安保理の常任理事国でない国はどれか。 ドイツ イギリス フランス ロシア
273 退職した公務員が在籍した官庁と関係する民間企業や特殊法人に再就職することを何というか。 天下り 官僚主義 政官癒着 談合
274 戦争時における負傷者救済と人権保護を目的にした条約を何というか。 ジュネーブ条約 ニース条約 ワシントン条約 パリ条約
275 47都道府県の中で年少（0〜14歳）人口の割合が最も低いのはどこか。 東京都 沖縄県 愛知県 大阪府
276 内閣総理大臣が新しい国務大臣を決定し、内閣を組織することを何というか。 組閣 閣外協力 党員集会 政体



277 政令指定都市でないものはどれか。 長崎市 神戸市 川崎市 横浜市
278 成層圏にあり、大気中に放出されたフロンの影響で破壊される層は何か。 オゾン層 オキシダント層 エーロゾル層 プラズマ層
279 日本において、総発電量のトップ3に入らない発電源はどれか。 風力 火力 水力 原子力
280 国連安保理は常任理事国と非常任理事国を合わせて計何カ国で構成されるか。 15カ国 8カ国 10カ国 12カ国
281 「ひまわり」という作品で有名な画家は誰か。 ゴッホ ピカソ モネ セザンヌ
282 日本は国連にいつ加盟したか。 1956年 1945年 1963年 1972年
283 ペイオフ制度により保護される額は預金者一人当たりにつきいくらか。 1000万円 500万円 800万円 1200万円
284 立法権、行政権、司法権が互いに独立し、抑制・均衡をはかることを何というか。 三権分立 三権独立 三権自立 三権均衡
285 国連安保理の常任理事国はどれか。 中国 イタリア 日本 カナダ
286 バイオリン協奏曲「四季」の作曲家は誰か。 ビバルディ バッハ ベートーベン メンデルスゾーン
287 米生産量で世界のトップ3に含まれない国はどれか。 ブラジル 中国 インド インドネシア
288 政令指定都市でないものはどれか。 奈良市 千葉市 仙台市 北九州市
289 世界の三大珍味に入らないのは、次のうちどれか。 ツバメの巣 フォアグラ キャビア トリュフ
290 日本の三大酒蔵に入らないのは、次のうちどれか。 鶴岡 灘 西条 伏見
291 国連安全保障理事会の常任理事国ではない国はどれか。 イタリア 中国 ロシア連邦 米国
292 日本の三大景気に入らないのは、次のうちどれか。 桓武景気 神武景気 岩戸景気 いざなぎ景気
293 日本の三大急流に入らないのは、次のうちどれか。 天竜川 富士川 球磨川 最上川
294 日本の三名山に入らないのは、次のうちどれか。 浅間山 立山 富士山 白山
295 日本の出羽三山に入らないのは、次のうちどれか。 鳥海山 月山 湯殿山 羽黒山
296 「黒いダイヤ」とも呼ばれる鉱物は何か。 石炭 ボーキサイト コバルト タングステン
297 日本の島々の中で、沖縄島についで面積の大きい島はどれか。 佐渡島 奄美大島 対馬 淡路島
298 インカ帝国の遺跡「マチュ・ピチュ」の別名は何か。 空中都市 海底都市 地下都市 宇宙都市
299 フランスの大統領が執務を行う館は何と呼ばれているか。 エリゼ宮 ベルサイユ宮 リュクサンブール宮 レンヌ宮
300 大東亜戦争の時、日本に原子爆弾を落とすように命じたのは誰か。 トルーマン スターリン マッカーサー ルーズベルト
301 日本の最初の元号は、次のうちどれか。 大化 大初 源天 倭平
302 出雲大社があるのは、何県か。 島根県 広島県 岡山県 鳥取県
303 「ピサの斜塔」が建っているのは、どこの国か。 イタリア オランダ デンマーク ギリシャ
304 「郵便の父」とも言われ、日本で「郵便」という言葉を定めた人は誰か。 前島　密 新渡戸稲造 西園寺公望 原　敬
305 日本の政治史上、最初に「自由党」を結成した人は誰か。 板垣退助 大隈重信 福沢諭吉 小沢一郎
306 豊臣秀吉が朝廷から受けた位は、次のうちどれか。 関白 征夷大将軍 摂政 大老
307 鎌倉時代、源氏の将軍は何代で途絶えたか。 三代 五代 六代 九代
308 坂本竜馬が生まれたのは、今の何県か。 高知県 愛媛県 香川県 徳島県
309 12世紀中頃に普及し始めた、西欧中世を代表する教会建築様式はどれ。 ゴシック バシリカ バロック ビザンツ
310 第１次世界大戦勃発の引き金となった事件は、次のうちどれか。 サラエボ事件 タンジール事件 ゾルゲ事件 アガディール事件
311 中国の王朝「秦」を滅ぼした農民出身の将軍は誰か。 劉邦 項羽 班超 武王
312 原始時代の信仰で、「あらゆるものが霊魂を持つ」というものはどれか。 アニミズム シャーマニズム トーテミズム タブー
313 仏教の宗派「浄土真宗」を開いた人物は誰か。 親鸞 一遍 栄西 法然
314 広島原爆の被爆体験をもとに書かれた長編小説「黒い雨」の著者は誰か。 井伏鱒二 大江健三郎 辻邦生 井上靖
315 オランダにある世界遺産のキンデルダイクといえば、何か。 風車 神殿 庭園 遺跡
316 文学作品「破戒」の著者は誰か。 島崎藤村 森鴎外 芥川龍之介 谷崎潤一郎
317 「ザ・タイムズ」といえば、どこの国の新聞社か。 イギリス アメリカ オーストラリア カナダ
318 「お地蔵さん」のことを正式には何というか。 地蔵菩薩 地蔵観音 地蔵如来 地蔵明王
319 天平時代を代表する建造物「唐招提寺」の創建者は誰か。 鑑真 聖徳太子 最澄 空海
320 古代インドの階級制度「カースト制度」で、最上層にあたるのはどれか。 バラモン クシャトリア スードラ ハリジャン
321 レントゲンなどで使用されるＸ線の「Ｘ」とはどういう意味か。 未知の 交差した 誤った 10番目の
322 日本の伝統演劇のうち、最も早く発生したのはどれか。 能楽 上方長唄 歌舞伎 文楽
323 文楽の名作「曽根崎心中」の作者は誰か。 近松門左衛門 竹本義太夫 河竹黙阿弥 井原西鶴
324 「陪審制」を採っている国はどれか。 イギリス フランス ドイツ スウェーデン
325 現行の介護保険制度では何歳から保険料を納めることになっているか。 40歳以上 20歳以上 30歳以上 50歳以上
326 自然科学の分野で顕著な研究業績を収めた女性科学者に与えられる賞はどれか。 猿橋賞 乱歩賞 直木賞 芥川賞
327 日本の食料自給率（カロリーベース）は何パーセントか。 40% 10% 66% 121%
328 「黒い宝石」と呼ばれる世界の三大珍味の一つはどれか。 キャビア トリュフ フォアグラ フカヒレ
329 サミット８カ国で唯一の主要石油輸出国はどれか。 ロシア サウジアラビア イギリス フランス
330 「伝統的建造物群保存」は一般に何と呼ばれているか。 町並み保存 町屋保存 廃屋保存 美観村保存
331 「働き盛り人口」と言う場合、何歳から何歳までの人を指すか。 15歳〜64歳 20歳〜65歳 18歳〜64歳 14歳〜65歳
332 日本が初めて国際博覧会に出展したのはどの博覧会か。 パリ万博 ニューヨーク万博 ロンドン万博 ウィーン万博



333 レム睡眠とはどのような睡眠状態を言うか。 浅い睡眠 深い睡眠 短い睡眠 長い睡眠
334 かつての卸売物価指数は現在では何と呼ばれているか。 企業物価指数 消費前物価指数 仕入れ物価指数 原料物価指数
335 日本の排他的経済水域に入っていて、中国側と「岩か島か」で論争があるのはどれか。 沖の鳥島 沖の島 沖の黒島 沖永良部島
336 家計支出に占める飲食費の割合を何と言うか。 エンゲルの法則 グレシャムの法則 ペティ・クラークの法則 セーの法則
337 秋田市の名物はどれか。 キリタンポ 笹かまぼこ わんこそば ほうとう
338 秋田県の冬の名物は次のどれか。炊いた新米を串に巻いて炭火で焼いてから、鍋に入れる。 きりたんぽ ドンコ汁 のっぺい汁 六兵衛汁
339 鴨肉などに小麦粉をまぶし、すだれ麩や野菜とともに濃いめのしょうゆ味で煮込む加賀の伝統料理はどれか。 じぶ煮 ほうとう 具雑煮 じゃっぱ汁
340 沖縄の代表的家庭料理で、ニガウリの炒め物はどれか。 ゴーヤーチャンプルー ラフテー クーブイリチー フーチバージューシー
341 蒸し菓子の一種で名古屋のものが特に有名。うるち米と水と氷砂糖をまぜて作る郷土銘菓はどれか。 ういろう 萩の月 ちんすこう かるかん
342 毛ガニの駅弁で有名な駅は次のうちどれか。 長万部駅 登別駅 岩見沢駅 札幌駅
343 「Oh! デンマーク」と名付けた駅弁を販売している愛知県の駅はどれか。 三河安城駅 岡崎駅 豊橋駅 一宮駅
344 「峠の釜めし」で馴染み深い横川駅が位置している路線は次のうちどれか。 信越本線 北陸本線 中央本線 東北本線
345 IAEAとは何のことか。 国際原子力機関 国際労働機関 世界保健機関 国際海事機関
346 タイの貨幣単位は何か。 バーツ リンギ ペソ ルピー
347 EUの本部はどの都市に置かれているか。 ブリュッセル ベルン ウィーン アムステルダム
348 華道の流派ではないものはどれか。 観世流 池坊 未生流 草月流
349 イギリスの貨幣単位は何か。 ポンド ユーロ ドル リラ
350 日本より人口の少ない国はどれか。 メキシコ ロシア パキスタン ブラジル
351 UNESCOとは何のことか。 国連教育科学文化機関 国連世界食糧計画 国連開発計画 国連食糧農業機関
352 韓国の貨幣単位は何か。 ウォン 元 バーツ ルピー
353 島国ではない国はどれか。 モナコ マルタ キプロス モーリシャス
354 シリア・アラブ共和国の首都はどこか。 ダマスカス テヘラン リヤド バグダッド
355 日本が初めて自由貿易協定（FTA）を結んだのはどの国か。 シンガポール 米国 中国 韓国
356 アウン・サン・スー・チーを指導者として民主化運動を続けているのはどれか。 ミャンマー ベトナム ラオス カンボジア
357 キリストの復活を祝う祭はどれか。 イースター クリスマス ハロウィーン 謝肉祭
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