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試験時間：３０分

・試験問題は指示があるまで開かないでください。
・机の上には、筆記用具と時計以外は置かないでください。
・解答はすべて解答用紙に書いてください。
・試験問題についての質問は、一切答えられません。
・解答用紙に氏名が無記名であった場合、本試験は無効となります。
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●次の問に答えなさい。

(1)  78＋72＝50×□

(2)  125×25-（2555＋445）＝450－(92＋□)＋25

(3)  □-（89-53）+73＝166－(32+89)+165

(4) 1個当たりの原価が300円の品物を200個仕入れた。
原価の2割の利益を得られるように定価をつけて売ったところ、
80個売れ残ったので、残りは定価の2割引きで売った。
この時の全体の利益は何円か。
下記から選択し答えよ。

A 6000円 B 6080円 C 6160円 D6240円 E6320円

(5) ホームパーティーを開くために、Pは2200円 Qは3900円のプレゼントを買い
Rはケーキ代を支払った。3人が同額の負担にするためには
PはQに700円、RはQに300円支払った。
この時ケーキの代金はいくらか。
下記から選択し答えよ。

A 2000円 B 2200円 C 2400円 D 2600円 E 3000円

問１



太郎くんは美紀ちゃんに①コウイを抱いており、

( A )今の太郎くんからは②アイシュウが③タダヨっている。

(１) 下線部①～③を漢字で書きなさい。

●.次の文を読んで、以下の問に答えなさい。

(２) ( A )に次のア～エの語句を入れて文章を完成させるとき、
最も適切な組み合わせをA～Dから選びなさい。

●次の文にはバイト敬語と呼ばれる間違った日本語が使われている。
間違っている箇所と、その箇所を正しい日本語に書き直しなさい。

ア 「ごめんなさい。あなたには興味がないの」と
イ 思い切って
ウ 盛大にフラれたため
エ デートに誘ったが

A ア―イ―エ―ウ B イ―エ―ア―ウ
C エ―イ―ウ―ア D イ―ウ―エ―ア

(３) 2名でお待ちの○○様、おられますか。

(４) ご注文はハンバーグセットでよろしかったでしょうか。

(５) お待たせいたしました。こちらハンバーグセットになります。

(６) お水のほうはいくつお持ちしましょうか。

(７) 1000円からお預かりいたします。

問２



●次の単語の意味を選択肢の中から選びなさい。

(1) accept

ア、頼る イ、節約する ウ、受諾する エ、引き起こす

(2) detail

ア、詳細 イ、急行 ウ、修理 エ、低下

(3) compare

ア、ほのめかす イ、提案する ウ、成功する エ、比較する

(4) evidence

ア、登録 イ、証拠 ウ、探索 エ、貢献

(5)  operate

ア、配布する イ、保証する ウ、操作する エ、注意する

問３



(6)As the one-year anniversary of strong earthquakes in Kumamoto Prefecture 

was marked April 14, governments pledged to overcome the disaster and 

accelerate efforts at reconstruction.The quakes killed 225 people, including 170 

people in Kumamoto and Oita prefectures who died from indirect causes, 

according to authorities.More than 47,000 people are still displaced.

ア、1月6日に行われた調査で、「探偵」が日本の男の子たちの間で2番目になりたい職業であることがわかった。

イ、熊本地震において、熊本県と大分県で間接的な原因で亡くなったのは225人である。

ウ、熊本地震の影響で、4万7千人以上の方が、移住を余儀なくされている。

ア、政府と自治体は2016年に起きた熊本地震の復興に向けた取り組みを終了すると発表した。

イ、7年連続で、「サッカー選手」が日本の男の子たちの中でなりたい職業1位を守り続けている。

ウ、 「学者」になりたい子供が多い理由は、近年ノーベル賞をとる日本人が少ないことから、

日本の教育機関が学者の育成に力を入れているからである。

(7) Researcher is now the second-most popular job among Japanese boys, a nationwide 

survey of 1,100 elementary school and preschool children found on Jan. 6.Soccer player 

remained the top job for the seventh consecutive year, followed by police officer or 

detective, according to the annual survey by Dai-ichi Life Insurance Co.Regarding the 

surging popularity of researchers, the insurer cited Japan's recent Nobel Prize winners as 

a potential cause.

"Japanese nationals winning Nobel Prizes successively may have had an effect,“

an official of the insurance company said. 

●次の英文を読んで、内容に合っている和文を選択肢から選びなさい。



●次の問題に答えなさい。

(1) アメリカ大統領に就任したドナルド・トランプ大統領と同じ政党に所属している（してい
た）歴代大統領を選びなさい。

ア、バラク・オバマ イ、ジョン・F・ケネディ

ウ、ジョージ・W・ブッシュ エ、フランクリン・ルーズベルト

(2) 次の中で、夏季オリンピックの開催地になったことがない都市を選びなさい。

【社会】

ア、ベルリン イ、ソチ

ウ、モントリオール エ、リオデジャネイロ

(3) 次の中で、2017年第89回アカデミー賞の作品賞を受賞した映画を選びなさい。

ア、ララランド イ、ムーンライト

ウ、LION ライオン 25年目のただいま エ、君の名は。

(4) 2017年4月30日に開催された中央競馬の重賞競走「天皇賞」で
優勝した競走馬を選びなさい。

ア、シュヴァルグラン イ、アルアイン

ウ、ディープインパクト エ、キタサンブラック

(5) 5月14日、第25代フランス大統領に就任した人物を選びなさい。

ア、エマニュエル・マクロン イ、フランソワ・オランド

ウ、オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ エ、マリーヌ・ル・ペン



(6) 次の中で、2020年開催予定の東京オリンピックで、
新種目として追加された競技ではないものを選びなさい。

ア、ソフトボール イ、空手

ウ、ボルダリング エ、ボウリング

(7) 次の中で、2025年開催予定の国際博覧会(万博)の開催地に立候補した都市を選
びなさい。

ア、東京 イ、大阪

ウ、仙台 エ、名古屋

(8) 2017年4月20日、銀座の松坂屋跡地に、世界クラスのラグジュアリーブランドと
注目グルメが集まる商業施設がオープンした。
この商業施設の正式名称を解答用紙に記入しなさい。




