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問１　⑴  下線部分の敬語のあやまりを正しく直してください。
　　　　⒜  これをめしあがってもいいですか。 答（　 　　　　　　　　　　　　　　　） 
　　　　⒝  明日はまいりますか。 答（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　⒞  母がよろしくとおっしゃっておりました。 答（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　⒟  お手紙拝見させていただきました。 答（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　⒠  お客様が、私どもの意見をうけたまわってくださった。 答（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　⑵  読みをいえ。　　　  　
　　　　⒜  月極　　答（　　　　　　）　　　⒝  循環　　答（　　　　　　）  　　⒞  奔走　　答（　　　　　　）　　　　
　　　　⒟  緩和　　答（　　　　　　）　　　⒠  頒布　　答（　　　　　　）

問２　相似な図形では対応する辺の比や、対応する□の大きさは等しい。□に入ることばは。  　答（　　　　　　　　　）

問３　⑴  ある品物に30%の利益を見込んで定価をつけた。しかし、売れないので定価から25％引きで
　　　　　売ることにしたところ、400円の損失となった。ある品物の仕入れ値はいくらか。　　  　答（　　　　　　　　　）
　　　⑵  計算をしなさい。 　
　　　   ⒜  36の平方根　 答（　　　　　 ）　⒝  26－４×８　 答（　　　　　 ）　⒞  x２－７＝０　 答（　　 　　　 ）

問４　⑴  有機物が分解されるときに何が必要か。 答（　　　　　　　　　）
　　　⑵  日本はAの中緯度に位置し、Bの変化に富み、美しい四季の変化を見ることができる。 　　　
 Ａ（　　　　　　　　　）　Ｂ（　　　　　　　　　）
　　　⑶  自然を利用したいろんな発電方法がある。２つあげよ。 答（　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　）
　　　⑷  人間の文明を支えてきたのは、化石燃料である。化石燃料の例を２つあげよ。
 答（　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　）
　　　⑸  化石燃料の燃焼は多量のAを発生させ、Bの原因の１つと考えられている。ＡとＢに入ることばは。
 Ａ（　　　　　　　　　　　　　）　Ｂ（　　　　　　　　　　　　　）

問５　⑴  水素イオンをイオン式で表せ。 答（　　　　　　　　　）
　　　⑵  太陽を構成する物質の大部分は何か。 答（　　　　　　　　　）
　　　⑶  太陽の直径はおよそ何㎞か。 答（　　　　　　　　　）
　　　⑷  太陽のように自らかがやく天体は何というか。 答（　　　　　　　　　）
　　　⑸  細胞分裂のとき、核から現れるものは何か。 答（　　　　　　　　　）

問６　⑴ 次の文を日本語に訳しなさい。
　　　   ⒜  Thank you for asking.　 答（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　   ⒝  You Should start as quickly as you can.　 答（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　 　

問７　⑴  第二次世界大戦中に日本には2度にわたって原子爆弾が投下された。いつ、どこに投下されたか。
 答（　　　　　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　　　　　）
　　　⑵  日本国憲法の三大原則をあげよ。
 答（　　 　　  　 　　　　）答（　　　  　　 　 　　　）答（　　 　   　　　　　　）
　　　⑶  消費者が購入時に商品の価格に上乗せして支払う間接税を何というか。その税は今、何パーセントか。
 答（　         　　　）（　　　　　％ ）

問８　⑴ 現代かなづかいに直せ。
　　　　⒜  あはれ　　　 答（　　　　　　  ）　　　　⒝  あうむ　　　 答（　　　　　　  ）
　　　⑵ 下線部を１つの同じ言葉でいいかえよ。
　　　　大切な役につく
　　　　心が晴れ晴れしない
　　　　病気がひどい　　　　   答（　　　　　　　  ）
　　　⑶  ⒜  東京の下町を舞台に少年少女の思春期の心理を描く、樋口一葉の作品名は。　 　　  答（ 　　　　　　　　　  ）
　　　　  ⒝  源氏物語の作者名は。　 　　　  答（ 　　　　　　　　　  ）
　　　　  ⒞  宮崎観光ホテルにも滞在し、『たまゆら』や『伊豆の踊り子』の作者名は。 　  答（　　　　　　　　　  ）
　　　⑷ 下線部を漢字に直せ。
　　　　⒜  台風にソナえる。 　　　　　答（　　　　　　  ）　　  　⒝  空をセンカイする。　　　答（　　　　　　  ）
　　　　⒞  機がまだジュクさない。        答（　　　　　　  ）
　　　⑸ a～eの文章を正しい順にならび替え、答えを１～３の中から１つ選べ。
　　　　a　書かないと、手紙の書き方を忘れてしまう。
　　　　b　ことに、プライベートな手紙にその傾向は顕著だ。
　　　　c　そんな悪循環によって、手紙はやがて完全に消滅するかもしれない。
　　　　d　そして、書き方が分からないので、ついおっくうになってますます書けなくなる。
　　　　e　電話の普及とともに、手紙の必要性は大幅に減少した。
　　　　　　１ a-b-e-d-c　　　　　　２ e-c-a-d-b　　　　　　３ e-b-a-d-c　　　   答（　　　　　　　  ）

問９　⑴ 宮崎県の県鳥は。    答（　　　　　 　　  ）
　　　⑵ 宮崎県の特産品で『たまたま』として販売されている果物は。　　   答（　　　　　　　  ）
　　　⑶ 都城市出身で、宮崎ブーゲンビリア空港に銅像のある俳優は。　　   答（　　　　　　　  ）
　　　⑷ 神武天皇が祭られている宮崎市内の神宮の名は。　　   答（　　　　　　　  ）
　　　⑸ 2010年、宮崎県で発生し牛、豚、水牛など28万8643頭を殺処分した家畜伝染病とは。　　  答（　　　　　　　  ）
　　　⑹ ５月26日に噴火警戒レベル1（活火山であることに留意）に引き下げられた宮崎県の山の名は。 答（　　　　　 　　  ）
　　　⑺ 宮崎県が平成6年以降連続して漁獲量日本一。　　   答（　　　　　　　  ）
　　　⑻ 日南市出身で明治の外交官の名は。　　   答（　　　　　　　  ）
　　　⑼ 宮崎市の市外局番は。　   答（　　　　　　　  ）
　　　⑽ 2014年に発見され、宮崎でも昨年公開され話題となった伊東マンショの肖像画。
             マンショはどこの市出身か。　   答（　　　　　　　  ）

名 前
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