
群馬県幼稚園教諭・保育士適性検査

一般教養問題
平成30年８月25日実施　

☆答えは、問題【１】から問題【５】までは㋐～㋙、問題【６】から問題

【45】は㋐～㋓の中から選んで解答用紙（マークシート）に記入すること。

☆正解は、各問一つ。

☆配点は、問題【１】から問題【５】が各４点、問題【６】から問題

【45】は各２点。
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【２】１辺１cmの立方体ブロックを８個使うと１辺が２cmの立方体ができる。

　　　このブロックが5000個あるとき、最大１辺が何cm の立方体まで作

れるか。

　　　㋐11cm　　㋑12cm　　㋒13cm　　㋓14cm　　㋔15cm

　　　㋕16cm　　㋖17cm　　㋗18cm　　㋘19cm　　㋙20cm

【３】500円硬貨と100円硬貨が合わせて26枚ある。26枚の合計金額が5,800

円であるとき500円硬貨は何枚か。

　　　㋐５枚　　㋑６枚　　㋒７枚　　㋓８枚　　㋔９枚

　　　㋕10枚　　㋖11枚　　㋗12枚　　㋘13枚　　㋙14枚

【４】Ａさんは階段の10段目にいる。今、コインを投げて表が出たら１段

上がり、裏が出たら２段下がることにした。コインを３回投げて元

の位置に戻る確率は次のどれか。
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【５】右図において∠Ｘは何度か。

　　　㋐33°　　㋑38°　　㋒39°

　　　㋓40°　　㋔42°　　㋕45°

　　　㋖60°　　㋗63°　　㋘77°

　　　㋙79°

【６】次の文の文節はいくつか。

　　　「公園に赤くて大きな花が咲いている」

　　　㋐４　　㋑５　　㋒６　　㋓７

【７】次の「　」の漢字は何画か。

　　　「　強　」

　　　㋐11画　　㋑12画　　㋒13画　　㋓14画

【８】次の中で一つだけ季節が違う季語はどれか。

　　　㋐立春　　㋑菜の花　　㋒朧月　　㋓小春日和

【９】次の俳句の（　）の中に入る言葉はどれか。

　　　古池や　蛙飛び込む　（　　）の音

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芭蕉

　　　㋐川　　㋑池　　㋒水　　㋓風

【10】「読書」と同じ組み立てになっている熟語はどれか。

　　　㋐年長　　㋑貧富　　㋒進退　　㋓洗顔

【11】「価値あるものを見抜く力が優れている」という意味の慣用句を完

成させるために（　　）の中に入る漢字はどれか。

　　　（　　）が高い

　　　㋐目　　㋑鼻　　㋒背　　㋓頭

【12】四字熟語を完成させるために（　）の中に入る適切な漢字はどれか。

　　　自（　）自賛

　　　㋐我　　㋑画　　㋒雅　　㋓賀

【13】下線部分の敬語で種類が違うものはどれか。

　　　㋐先生がいらっしゃるそうです。

　　　㋑先生がたくさん召しあがった。

　　　㋒先生が教えてくださった。

　　　㋓先生にお手紙を差し上げます。

【14】「先ず隗よりはじめよ」の意味として適切なものはどれか。

　　　㋐先に動けば相手を制圧することができる。

　　　㋑大きな計画は身近なことから始めるのがよい。

　　　㋒自分のためになる忠告は聞くのがつらい。

　　　㋓一度してしまったことは取り返しがつかない。

【15】「親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしている」という出だし

で始まる夏目漱石の作品はどれか。

　　　㋐『吾輩は猫である』

　　　㋑『こころ』

　　　㋒『草枕』

　　　㋓『坊っちゃん』

【16】マグニチュードの説明で正しいものはどれか。

　　　㋐観測地点での地震のエネルギーの大きさを示す。

　　　㋑震源の地震自体のエネルギーの大きさを示す。

　　　㋒地面のゆれの大きさを示す。

　　　㋓震度を英語で言い換えたものである。

【17】大気中に含まれている酸素の量の割合はどれか。

　　　㋐５％　　㋑10％　　㋒15％　　㋓20％

【18】１気圧のとき、40℃の水350ｇを沸騰させるのに必要な熱量は何

kcal か。

　　　㋐18kcal　　㋑21kcal　　㋒30kcal　　㋓50kcal

【19】アンモニアの正しい化学式はどれか。

　　　㋐ H2S　　㋑ Ag2O　　㋒ NH3　　㋓ HNO3

【20】次のうち甲虫目のホタルでないものはどれか。

　　　㋐ゲンジボタル　㋑ヒメボタル　㋒ウミホタル　㋓ヘイケボタル

【21】生物の生活に必要なエネルギー源ではないものはどれか。

　　　㋐脂肪

　　　㋑無機質

　　　㋒炭水化物

　　　㋓タンパク質

2 枚中の 1 枚目



【22】ヒトの血液の循環について、①から④に入る正しい組み合わせはど

れか。

　　　　 左心室 → ① → 体組織 → ② → 右心房

　　　　　 ↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　 左心房 ← ④ ← 肺 ← ③ ← 右心室

　　　㋐ ①　大動脈　　② 肺静脈　　③ 肺動脈　　④ 大静脈

　　　㋑ ①　大動脈　　② 肺動脈　　③ 肺静脈　　④ 大静脈

　　　㋒ ①　大動脈　　② 大静脈　　③ 肺動脈　　④ 肺静脈

　　　㋓ ①　大動脈　　② 大静脈　　③ 肺静脈　　④ 肺動脈

【23】乾電池と豆電球で、下図のような回路を作った。豆電球がもっとも

明るくなる回路はどれか。

【24】韓国の文大統領と北朝鮮の金委員長が今年の４月と５月に会談した

場所はどこか。

　　　㋐ソウル　　㋑平壌　　㋒板門店　　㋓シンガポール

【25】TPP 離脱、パリ協定脱退、イラン核合意破棄はどこの国が行った

ことか。

　　　㋐ロシア　　㋑イギリス　　㋒ドイツ　　㋓アメリカ

【26】東京オリンピックが開催される年は次のどれか。

　　　㋐2019年　　㋑2020年　　㋒2021年　　㋓2022年

【27】18世紀後半に始まった産業革命期に発展した動力はどれか。

　　　㋐蒸気　　㋑電気　　㋒風力　　㋓水力

【28】世界四大文明とかかわりのない川はどれか。

　　　㋐ナイル川　　㋑アマゾン川　　㋒インダス川　　㋓黄河

【29】第二次世界大戦において日本およびドイツと三国同盟を結んだ国は

どこか。

　　　㋐イギリス　　㋑フランス　　㋒ロシア　　㋓イタリア

【30】律令制度による天皇を中心とした中央集権国家を目指したものはど

れか。

　　　㋐建武の新政　㋑王政復古の大号令　㋒大化の改新　㋓壬申の乱

【31】六大陸のうち、赤道が通っている大陸の数はどれか。

　　　㋐１　　㋑２　　㋒３　　㋓４

【32】三大工業地帯でないものはどれか。

　　　㋐京浜工業地帯　　　　　㋑中京工業地帯

　　　㋒阪神工業地帯　　　　　㋓北九州工業地帯

【33】予算を作成する役割を担っているのはどこか。

　　　㋐国会　　㋑内閣　　㋒衆議院　　㋓参議院

【34】日本国憲法における基本的人権の尊重において、「教育を受ける権

利」は次のどの権利に属するものか。

　　　㋐社会権　　㋑自由権　　㋒平等権　　㋓参政権

◎問題【35】から問題【38】の各組で、空欄に入れるのに最も適切なもの

はどれか。

【35】Ｉ hope your wish will （　　） true．

　　　㋐ go ㋑ come ㋒ get ㋓ become

【36】Ｉ （　　 ） friends with Tom at the party last night．

　　　㋐ gave ㋑ had ㋒ knew ㋓ made

【37】You may go out but you （　　 ） to come home by six o'clock．

　　　㋐ have ㋑ used ㋒ must ㋓ should

【38】（　　　）　Ｉ help you with that suitcase?

　　　㋐ Will ㋑ Have ㋒ Shall ㋓ Would

◎問題【39】から問題【40】の各組で、日本文の意味を表すように下の㋐

～㋓の語を並びかえて英文を完成せよ。

　　ただし、解答は★に入るものを選べ。

【39】父はたくさんの助言を私にしてくれた。

　　My father　　　　　 　　　　　 　  　★　  　　　　　 　me．

　　　㋐ advice ㋑ a lot of ㋒ gave ㋓ to

【40】二つ目の角を左に曲がると、白い建物がある。

　　You will find a white building　　　　　 　　　　  　　　　　 

　　　  ★  　 at the second corner．

　　　㋐ if ㋑ left ㋒ turn ㋓ you

◎問題【41】から問題【42】の各組で、空欄に入れるのに最も適切なもの

はどれか。

【41】John : Hi,Tom. How have you been?

　　　Tom : （　　　　　　　　　　　　）

　　㋐ And you?　　　　　　 ㋑ Just fine,thank you．

　　㋒ He's bad.　　　　　　　㋓ How are you getting along?

【42】Jenny: I'm very thirsty．

　　　Bob: （　　　　　　　　　　　　 ）

　　㋐ No, I'm not thirsty．　　　　 ㋑ Don't mention it．

　　㋒ You're not very thirsty．　　 ㋓ Why don't you get some juice?

◎次の楽譜は、ある曲の一部である。問題【43】から問題【45】の問いに

答えよ。

【43】この曲の題名はどれか。

　　　㋐車にゆられて　　　㋑マーチング・マーチ

　　　㋒山の音楽家　　　　㋓ピクニック

【44】速度表示 Allegretto の意味はどれか。

　　　㋐遅く　　　㋑やや速く　　　㋒速く　　㋓きわめて速く

【45】この曲は何拍子か。

　　　㋐４分の４拍子　　㋑４分の２拍子

　　　㋒２分の２拍子　　㋓８分の６拍子

2 枚中の 2 枚目
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群馬県幼稚園教諭・保育士適性検査

教職教養その他問題

平成30年８月25日実施　

受 験 番 号 氏　名

【１】　非認知能力について述べよ。

【２】　給食の時間に「野菜は嫌い！」といって食べない子どもがあなたのクラスにいる。どの

ように対応することが考えられるか。

【３】幼児にとって保育者は身近なモデル（人的環境）である。あなたは日頃どのようなことを心

掛けることが必要か。

【４】　あなたの考える保育者の理想像について述べよ。


