
1 次の単語を日本語で答えよ。 grandfather 4 次の単語を日本語で答えよ。 husband

A. 祖父(おじいさん) A. 夫

2 次の単語を日本語で答えよ。 uncle 5 次の単語を日本語で答えよ。 cousin

A. 叔父（おじさん） A. いとこ

3 次の単語を日本語で答えよ。 daughter

A. 娘 １～５×各１点

6 次の単語の対義語を答えよ。 10 次の単語の対義語を答えよ。

employer(雇い主) ______(従業員) joy(喜び)　______(悲しみ)

A. employee A. sorrow

7 次の単語の対義語を答えよ。 11 次の単語の対義語を答えよ。

heaven(天国)　______(地獄) respect(尊敬する)　______(軽蔑する)

A. hell A. despise

8 次の単語の対義語を答えよ。 12 次の単語の対義語を答えよ。

future(未来) ______(過去) believe(信じる) ______(疑う)

A.  past A. doubt

9 次の単語の対義語を答えよ。 13 次の単語の対義語を答えよ。

majyority(多数派) ______(小数派) appear(現れる)　______(消える)

A.  minority A. disappear

14 次の文を日本語に直せ。〈ことわざ〉 15 次の文を日本語に直せ。〈ことわざ〉

It is no use crying over spilt milk. Easy come, easy go.

A. 覆水盆に返らず A. 悪銭身に付かず

年 組 番

バカどれテスト
名前



16 次の文を日本語に直せ。〈ことわざ〉 17 次の文を日本語に直せ。〈ことわざ〉

When in Rome, do as the Romans do. Many men, many minds.

A. 郷に入っては郷に従え A. 十人十色

18 次の文章を和訳せよ 19 次の文章を和訳せよ

I'm not familiar with this area. The meeting was called off.

A. 私はこの辺りはよく知らない。  A. 会議は中止になった。

20 次の文章を和訳せよ
14～17×各3点
18～20×各2点

If it were not for water, nothing could live. 21～24×各3点

A. もし水がなかったら生命はなかっただろう。

21 次の文章を英訳せよ 22 次の文章を英訳せよ

その車に近づいてはいけない。 あなたはタバコを止めるべきだ。

A. You must not be close to the car. A. You had better stop smoking.

23 次の文章を英訳せよ 24 次の文章を英訳せよ

彼は私と同じ数の本を持っている。 彼女はそれをしないだけの分別がある。

A. He has as many books as I have. A. She is bright enough not to do so.

25 次の問に答えよ

脂肪酸やグリセリンは柔毛のどこに吸収されるか？

A. リンパ管

26 次の問に答えよ

吸収されたブドウ糖は肝臓で何という物質で蓄えられるか？

A. グリコーゲン(glycogen)

27 次の問に答えよ

地震の原因の一つであるマントルの上にある地球表面を覆っているもの。

A. プレート 25～27×各1点



28 次の国の首都を答えよ。 ポルトガル 29 次の国の首都を答えよ。 フィリピン　

A. リスボン A. マニラ

30 次の国の首都を答えよ。 フィンランド 31 次の国の首都を答えよ。 チェコ

A. ヘルシンキ A. プラハ

32 次の国の首都を答えよ。 パキスタン

A. イスラマバード 28～32×各1点

33 次の問の場所を答えよ。〈地理〉 33～42×各1点

ノルウェー・スウェーデンが含まれる半島

A. スカンジナビア半島

34 次の問の場所を答えよ。〈地理〉

フランス北東部にあるワインなどの名産となっている地方

A. シャンパーニュ地方

35 次の問の場所を答えよ。〈地理〉

インドネシアのジャワ島の東側にある観光地として有名な島

A. バリ島

36 次の問を答えよ。〈歴史〉

元寇の時の元の皇帝

A. フビライ・ハン

37 次の問を答えよ。〈歴史〉

東方見聞録を著し、日本を黄金の国と紹介したイタリア人

A. マルコ・ポーロ



38 次の問を答えよ。〈歴史〉

明治初期、北海道の開拓にあたった農兵

A. 屯田兵

39 次の問の人物を答えよ。〈歴史〉 40 次の問の人物を答えよ。〈歴史〉

ダビデ像を作った人物 『ドン＝キホーテ』の著者

A. ミケランジェロ A. セルバンテス

41 次の問を答えよ。〈歴史〉

ルターが批判した、カトリック教会が発行した罪の償いを軽減する証明書

A. 贖宥状(免罪符)

42 次の問を答えよ。〈歴史〉

イグナティウス・ロヨラやフランシスコ・ザビエルらが作った修道会

A. イエズス会

43 次の問を答えよ。〈公民〉 43～50×各1点

ある製品の生産を小数で支配している状態のこと。

A. 寡占

44 次の問を答えよ。〈公民〉

A. トラスト

競争していた企業同士が市場の独占を狙い合併した形態のことを何という
か？企業合同と訳され、過度な状態は独占禁止法で禁止されている。



45 次の問を答えよ。〈公民〉

A. コンツェルン

46 次の問を答えよ。〈公民〉

女性の生む子供の数が、減り続ける現象。

A. 少子化

47 次の問を答えよ。〈公民〉

民間企業の正社員,公務員が全員加入する年金。

A. 厚生年金

48 次の問を答えよ。〈公民〉

A. ねじれ国会

49 次の問を答えよ。〈公民〉

ノーベル平和賞1999年受賞。フランスの医師達によって設立されたNGO。

A. 国境なき医師団

50 次の問を答えよ。〈公民〉

憲法において天皇は日本国と日本国民統合の何であるか？

A. 象徴

衆議院は与党が過半数をしめている一方、参議院で過半数に達してい
ない状態のこと

株式の所有により子会社・孫会社を連結させた企業の結合体のこと。企業
連携と訳され、1998年の独禁法改正により解禁された。



51 次の漢字をひらがなで記せ。 桟敷 52 次の漢字をひらがなで記せ。 蔓延

A. さじき A. まんえん

53 次の漢字をひらがなで記せ。 嗜好 54 次の漢字をひらがなで記せ。 冶金

A. しこう A. やきん

55 次の〇に入る四字熟語を記せ。 51～54×各1点

独立〇〇
…何事も自力で行い、他の援助を受けないこと

A. 独立自尊

56 次の〇に入る四字熟語を記せ。

金城〇〇
…非常に堅固な城壁

A. 金城鉄壁

57 次の〇に入る四字熟語を記せ。

有名〇〇
…名ばかりで実質がともなわないこと

A. 有名無実 55～57×各2点

58 次のことわざの意味を記せ。 傾国の美人59 次のことわざの意味を記せ。 青雲の志

A. 国を亡ぼす程の美女 A. 立身出世への野望のこと

60 次のことわざの意味を記せ。 馬脚を露す 61 次のことわざの意味を記せ。 大器晩成

A. 隠していたことが露見すること A. 大人物は遅れて頭角を現すこと

62 次のことわざの意味を記せ。 一炊の夢

A. 人生の栄華は儚いこと 58～62×各1点



63 次の〇に言葉を入れことわざを完成させよ。

人の好みは様々であること
…蓼食う虫も○○○○

A. 蓼喰う虫も好きずき

64 次の〇に言葉を入れことわざを完成させよ。

わずかな事では効果がないこと
…焼け○に○

A. 焼け石に水

65 次の〇に言葉を入れことわざを完成させよ。

噂をされば偶然にその人がやってくること
…噂をすれば○

A. 噂をすれば影

66 次の俳句をを完成させよ。 63～65×各1点

菜の花や　月は〔　　　　〕に　日は〔　　　　　〕に

A. 菜の花や　月は東に　日は西に

67 次の俳句をを完成させよ。

〔　　　　　　〕くへば　鐘が鳴るなり〔　　　　　　〕

A. 柿くへば　鐘が鳴るなり　法隆寺

68 次の俳句をを完成させよ。

〔　　　　　　　〕草や　兵どもが　夢のあと

A. 夏草や　兵どもが　夢のあと 66～68×各1点



69 次の問の著者の名前を答えよ。 70 次の問の著者の名前を答えよ。

ロビンソン・クルーソーの著者は？ 枕草子の著者は？

A. デフォー(英) A. 清少納言

71 次の問の著者の名前を答えよ。 72 次の問の著者の名前を答えよ。

法の精神の著者は？ 徒然草の著者は？

A. モンテスキュー A. 吉田兼好(兼好法師)

73 次の問の著者の名前を答えよ。

国富論(諸国民の富)の著者は？

A. アダム・スミス 69～73×各1点

74 次の言葉を敬語【謙譲語】【尊敬語】に直せ。 75 次の言葉を敬語【謙譲語】【尊敬語】に直せ。

「見る」の謙譲語 「知らせる」の謙譲語

A. 拝見する A. お知らせする

76 次の言葉を敬語【謙譲語】【尊敬語】に直せ。 77 次の言葉を敬語【謙譲語】【尊敬語】に直せ。

「当社」の謙譲語 「行く」の尊敬語

A. 弊社 A. おいでになる

78 次の言葉を敬語【謙譲語】【尊敬語】に直せ。

「着る」の尊敬語

A. お召しになる 74～78×各1点


