
2020年　鉱脈社　第１回採用試験【一般教養】　制限時間 50分　※辞書使用可

問１　下線部分の敬語のあやまりを正しく直しなさい。

　　　(a)母がよろしくとおっしゃっておりました。 答（　 　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　(b) 先生、明日はまいりますか。 答（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　(c) これを召し上がってもいいですか。 答（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　(d) お手紙拝見させていただきました。 答（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　(e) 文集を先生に見せてあげた。 答（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問２　ある池の鯉の数を調べるために、網ですくった20匹に印をつけて池にもどした。数日後、ふたたび網ですくうと30匹とれ、

　　　印のついた鯉が２匹いた。鯉の総数を推測せよ。　　　  　答（　　　　　　　　　）

問３　⑴ ２時間で120kmを進む自動車の速さはいくらか。　　　　   答（ 　　　　　　　　  ）

　　　⑵  時速100kmの電車は、３時間でどのくらい進むか。　　　　   答（ 　　　　　　　　  ）

　　　⑶  次の計算をしなさい。

　　　　(a) －９＋７ 答（　　 　　  　　　　）

　　　　(b) 26－４×８ 答（　　　　　  　　　）

　　　　(c) X２－７＝０ 答（　　　　　　  　　）

問４　⑴  河川や湖の水を、人間は何に利用しているか。おもな用途を３つあげよ。

 答（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　⑵  海底地震によって発生した大波が海岸におしよせて被害をもたらす現象を何というか。 答（　　　　　　　　　）

　　　⑶  有機物が分解されるときに何が必要か。 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に入る適切な語を答えよ。

 Ａ（　　　　　　　　　　　　　）　Ｂ（　　　　　　　　　　　　　）

問５　⑴  太陽の直径はおよそ何 km か。 答（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　⑵  地球はどの方角からどの方角へ自転しているか。東西南北で答えよ。 答（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　⑶  月のように、惑星のまわりを公転している天体を何というか。 答（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　⑷  生物どうしの食べる食べられるの関係を何というか。 答（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　⑸  太陽を望遠鏡で観測するとき、絶対してはいけない観測のしかたはどのようなことか。

 答（　　　　  　　　　　　　　　　　　　）

問６　⑴ 次の文を英語で表記せよ。

　　　　図書館に行ってきたところです。

　　　　 答（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　⑵ 次の文を日本語で表記せよ。

　　　 　Ｉ was  too  busy  to  watch  TV  yesterday.

　　　　 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。それぞれどの都市にいつ投下されたのか。

 答（　　　　　　　　　　　　　）　　（　　　　　　　　　　　　　）

　　　⑵  個人の私生活に関することがらを公開されない権利を何というか。　　　　   答（ 　　　　　　　　　　　　　　  ）

問８　⑴ 次の語句の意味を調べ、下線部をそれぞれ別の言葉で表現しなさい。

　　　（a）年をとる　　　　   答（ 　　　　　　　　　　　  ）

　　　（b）変な意味にとる　　　　   答（ 　　　　　　　　　　　  ）

　　　（c）責任をとる　　　　   答（ 　　　　　　　　　　　  ）

　　　⑵ 次の３つの語句の下線部を、共通する１つの言葉で表現しなさい。

　　　　大切な役につく

　　　　心が晴れ晴れしない

　　　　病気がひどい　　　　   答（ 　　　　　　　　　　　　　　  ）

　　　⑶ 読みをいえ。

　　　（a）媒体　　　　  答（ 　　　　　　  ）

　　　（b）網羅　　　　  答（ 　　　　　　  ）

　　　（c）月極　　　　  答（ 　　　　　　  ）

　　　⑸ a～eの文章を意味が通るように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 2016年5月27日にアメリカ大統領としてはじめて広島県に来たのは誰か。　　   答（ 　　　　　　　  ）

　　　⑵ 宮崎県の特産品で『太陽のたまご』として販売されている果物は何か。　　   答（ 　　　　　　　  ）

　　　⑶ 西都市出身で最近、人気の女性のお笑い芸人は誰か。　　   答（ 　　　　　　　  ）

　　　⑷ 宮崎県で一番、観光客が訪れる観光地はどこか。　　   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何か。  答（ 　　　　　　　  ）

　　　⑹ 宮崎県のキャッチコピーを答えよ。　　   答（ 　　　　　　　  ）

　　　⑺ 2020年に日本で開催されるオリンピックですが、2016年にははどこで開催されたか。　　   答（ 　　　　　　　  ）

　　　⑻ 孤児の父とも言われている高鍋出身の偉人の名を答えよ。　　   答（ 　　　　　　　  ）

　　　⑼ 30年の歳月をかけて開発された国内唯一の本格熟成『ミヤザキキャビア』は、日本で 
　　　　 2016年５月に開催された（　　　　）でも３回、提供された。括弧内に入る語句を答えよ。   答（ 　　　　　　　  ）

　　　⑽ 宮崎県の防災救急航空隊、つまり防災救急ヘリコプターの通称を答えよ。　   答（ 　　　　　　　  ）

名 前

　　　⑷ カタカナを漢字に直せ。

　　　（a）ガイネンを変える。 　　　　答（ 　　　　　　  ）

　　　（b）ショムの仕事。　　　　　　 答（ 　　　　　　  ）

　　　（c）ガイトウシャをさがす。　　 答（ 　　　　　　  ）
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