


2013年の日本人の出生数は？

厚生労働省が1月1日に公表した2013年人口動態統計（日本にいる日本人が対象）による2013年の
出生数は？

 
（Ａ）103万1000人
（Ｂ）127万5000人
（Ｃ）141万8000人
 



【正解】2013年の日本人の出生数は？

【正解】

（Ａ）103万1000人
 

2013年の出生数（日本人）は103万1000人で人口千人あたりに対する出生率は8.2
死亡数（日本人）は127万5000人で人口千人あたりに対する死亡率は10.1
死亡数から出生数を引いた自然増減数が過去最多の24万4000人減となった

 



2013年の日経平均株価の値上がり幅は？

日経平均株価の一年間の値上がり幅（2012年終値と2013年終値の差）として正しいものは？
 
（Ａ）約3900円
（Ｂ）約5900円
（Ｃ）約7900円
 



【正解】2013年の日経平均株価の値上がり幅は？

【正解】

（Ｂ）約5900円

日経平均株価の2013年大納会終値は16,291円
前年大納会の終値は10,395円で5,896円の上昇
1972年以来41年ぶりに上昇率が50%を越えた

 
 



靖国神社に参拝したことがある首相は？

次の選択肢の中で首相在任時に靖国神社に参拝したことがある人物は？

 
（Ａ）森喜朗

（Ｂ）福田康夫

（Ｃ）橋本龍太郎



【正解】靖国神社に参拝したことがある首相は？

【正解】

（Ｃ）橋本龍太郎

安倍首相が12月26日に首相としては小泉首相以来7年ぶりに靖国神社を参拝
小泉純一郎元首相は首相在任時に計６回参拝している

近年では中曽根康弘元首相、橋本龍太郎元首相も在任時に靖国神社を参拝している

 



11月の有効求人倍率は？

厚生労働省が12月27日に発表した11月の有効求人倍率（季節調整値）として正しいものは？
 
（Ａ）０．８８倍

（Ｂ）１．００倍

（Ｃ）１．５５倍



【正解】11月の有効求人倍率は？

【正解】

（Ｂ）１．００倍

11月の有効求人倍率が前月に比べて０．０２ポイント上昇し１．００倍となった
有効求人倍率が１倍台となるのは６年１か月ぶり

都道府県別では東京都が１．４６倍で最も高く、最も低い沖縄県は０．５１倍となっている

 



2014年度の国家公務員の定員数は？

総務省が12月24日に発表した自衛官除く2014年度の国家公務員の定員数は？
 
（Ａ）約２９．７万人

（Ｂ）約４９．７万人

（Ｃ）約６９．７万人

 



【正解】2014年度の国家公務員の定員数は？

【正解】

（Ａ）約２９．７万人

2014年度の国家公務員の定員数は約２９．７万人で前年度比１２０３人の純減
安全保障などの観点から海上保安庁や防衛省は増員することとなった

定員の内訳は財務省７．１万人、国土交通省５．９万人、法務省５．２万人など

 



首脳会談でＥＰＡ交渉の年内開始で合意した国は？

７日に行われた安倍首相との首脳会談で日本と経済連携協定（ＥＰＡ）の交渉開始で合意した

国は？

 
（Ａ）タイ

（Ｂ）トルコ

（Ｃ）メキシコ



【正解】首脳会談でＥＰＡ交渉の年内開始で合意した国は？

【正解】

（Ｂ）トルコ

安倍首相とトルコのエルドアン首相の会談が７日に行われ、経済連携協定（ＥＰＡ）の交渉

を開始することで合意

ほかにトルコへの原発輸出に関して、国内でそれぞれ手続きを進めることも確認

タイ、メキシコとは既にＥＰＡを締結済み

 



昨年の殺人事件数は？

警察庁が発表した昨年（平成２５年）の殺人事件認知件数は？

 
（Ａ）９３９件

（Ｂ）１，９３９件

（Ｃ）２，９３９件



【正解】昨年の殺人事件数は？

【正解】

（Ａ）９３９件

昨年（平成２５年）の殺人事件認知件数は９３９件で１，０００件を下回ったのは戦後初め

て

犯罪全体（刑法犯）の認知件数は約１３２万件で１１年連続で減少

事件の検挙率は低下し、８年ぶりに３０％割れの２９．８％だった

 
 



昨年の新車販売ランキング１位は？

９日に日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が発表した昨年（平成２５年）の新

車販売ランキング１位は？

 
（Ａ）アクア（トヨタ）

（Ｂ）プリウス（トヨタ）

（Ｃ）Ｎ－ＢＯＸ（ホンダ）

 



【正解】昨年の新車販売ランキング１位は？

【正解】

（Ａ）アクア（トヨタ）

新車販売ランキングでトヨタの小型ハイブリッド車「アクア」が初の年間トップとなった

月別でもアクアは１月〜３月、７月〜９月で販売台数１位

前年（平成２４年）までは４年連続でプリウスが年間トップだった

 



昨年の外国人入国者数は？

法務省が９日に発表した昨年（平成２５年）の外国人入国者数として正しいものは？

 
（Ａ）約１２５万人

（Ｂ）約５２５万人

（Ｃ）約１,１２５万人
 



【正解】昨年の外国人入国者数は？

【正解】

（Ｃ）約１,１２５万人

平成２５年の外国人入国者数は前年比２０８万人増の約１,１２５万人
過去最高を更新し、初めて１，０００万人を超えた

地域別の入国者数は多い順に、韓国(約２３１万人)、台湾(約２１７万人)、中国(約９８万人)

 



女性初の米ＦＲＢ議長に就任することが決定した人物の名前は？

女性で初めて連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の議長に就任することが米上院本会議で承認された

人物の名は？

 
（Ａ）ジルマ・ルセフ氏

（Ｂ）メアリー・バーラ氏

（Ｃ）ジャネット・イエレン氏



【正解】女性初の米ＦＲＢ議長に就任することが決定した人物の名前は？

【正解】

（Ｃ）ジャネット・イエレン氏

ジャネット・イエレン現副議長が第１５代のＦＲＢ議長に就任することが承認された

女性がＦＲＢ議長に就任するのは初めて

バーナンキ現議長の退任後（１月末）に就任することとなる

ジルマ・ルセフ氏はブラジル初の女性大統領（現職）

メアリー・バーラ氏は米自動車大手ＧＭで女性初のＣＥＯに決定した人物

 



細川元首相についての説明で正しいものは？

都知事選への出馬を表明した細川元首相についての説明で正しいものは？

 
（Ａ）首相に就任する前には宮崎県知事を２期８年勤めた

（Ｂ）首相在任期間は鳩山由紀夫９３代首相よりも短い

（Ｃ）借入金問題で首相を退陣した１ヶ月後に衆議院議員も辞職した

 



【正解】細川元首相についての説明で正しいものは？

【正解】

（Ｂ）首相在任期間は鳩山由紀夫９３代首相よりも短い

細川元首相は熊本県知事を２期８年勤めた後に日本新党を立ち上げ国政に進出した

１９９３年に第７９代首相に就任（第７８代は宮澤喜一氏、第８０代は羽田孜氏）

細川内閣での副総理兼外務大臣は羽田孜氏、大蔵大臣に藤井裕久氏

借入金問題で翌年には退陣し、在任期間は２６３日（約９ヶ月）で鳩山由紀夫９３代首相（

在任２６６日）とほぼ同じ

首相退陣後も新進党などで活動を続けたが１９９８年に衆議院議員を辞職し政界を引退した

 



昨年の企業倒産件数は？

東京商工リサーチが１４日に発表した昨年（平成２５年）の全国企業倒産（負債総額1,000万円
以上）件数は？

 
（Ａ）　８,８５５件
（Ｂ）１０,８５５件
（Ｃ）１２,８５５件
 



【正解】昨年の企業倒産件数は？

【正解】

（Ｂ）１０,８５５件

昨年（平成２５年）の全国企業倒産件数（負債総額1,000万円以上）は前年比１０．４％減
の１０,８５５件
前年の件数を下回ったのは５年連続で、１万１千件を下回ったのは２２年ぶり

負債総額も前年比２７．４％減の約２．８兆円となり２３年ぶりに３兆円を下回った

 



昨年の自殺者数についての説明で正しいものは？

警察庁が16日に発表した昨年（平成２５年）の自殺者数（速報値）に関する説明で正しいものは
？

 
（Ａ）男性の自殺者数は女性の２倍以上だった

（Ｂ）月別で自殺者数が最も多いのは１２月だった

（Ｃ）都道府県別で最も自殺者数が少なかったのは沖縄県だった



【正解】昨年の自殺者数についての説明で正しいものは？

【正解】

（Ａ）男性の自殺者数は女性の２倍以上だった

昨年の自殺者数は２万７１９５人（男性１万８７２７人、女性８４６８人）で男女とも前年

より減少した

月別で自殺者数が最も多いのは５月で２５４０人、最も少ないのは１２月の１９２２人

都道府県別では東京都が２８２５人が最も多く、鳥取県の１３０人が最も少ない

 



２０１２年末の国富は？

内閣府が１７日に発表した国民経済計算確報による２０１２年末時点での国富（資産から負債を

差し引いた国全体の正味資産）として正しい数値は？

 
（Ａ）約１０００兆円

（Ｂ）約２０００兆円

（Ｃ）約３０００兆円

 



【正解】２０１２年末の国富は？

【正解】

（Ｃ）約３０００兆円

２０１２年末時点での正味資産はは３，０００兆３，０００億円で５年ぶりに前年比で増加

内訳は金融資産５，９８１兆円、非金融資産２，７０４兆円、負債５，６８４兆円

部門別で見ると、家計が前年比４１兆円増の２，２３２兆円となった

 



第150回「芥川賞」受賞作は？

１６日に発表された平成25年度下半期の芥川賞と著者の組み合わせで正しいものは？
 
（Ａ）穴（小山田浩子著）

（Ｂ）恋歌（朝井まかて著）

（Ｃ）爪と目（藤野可織著）

 



【正解】第150回「芥川賞」受賞作は？

【正解】

（Ａ）穴（小山田浩子著）

第150回芥川賞（平成25年度下半期）には、穴（小山田浩子著）が選ばれた
同時に発表された直木賞は、恋歌（朝井まかて著）と昭和の犬（姫野カオルコ著）が選ばれ

た

穴は、主人公の主婦が奇妙な動物に導かれて穴に落ちたことで不思議な体験をする物語

 



ポスティングシステムを最初に利用した日本人選手は？

田中将大選手の大リーグ移籍が決定しましたが、ポスティングシステムを利用して大リーグに移

籍した最初の日本人選手は？

 
（Ａ）野茂英雄

（Ｂ）吉井理人

（Ｃ）イチロー

 



【正解】ポスティングシステムを最初に利用した日本人選手は？

【正解】

（Ｃ）イチロー

ポスティングシステムを利用して最初に大リーグに移籍した日本人選手は２００１年のイ

チロー選手

ＦＡ（フリーエージェント）を行使して最初に移籍したのは１９９８年の吉井理人投手

野茂英雄投手は近鉄（当時）を任意引退後に大リーグに移籍した

 



通常国会の会期日数は？

24日に第186通常国会が召集されましたが、法律で定められている通常国会の会期として正しいも
のは？

 
（Ａ）１２０日間

（Ｂ）１５０日間

（Ｃ）１８０日間



【正解】通常国会の会期日数は？

【正解】

（Ｂ）１５０日間

通常国会は毎年１月に召集され、会期は１５０日間（延長１回まで）と決められている

安倍首相が「好循環実現国会」と位置づけている第186通常国会は6月22日までの予定
臨時国会と特別国会の会期はその都度、国会が決めることになっている

 



東京五輪組織委員会の会長に就任した人物は？

24日に発足した東京五輪・パラリンピック組織委員会の会長に就任した人物は
 
（Ａ）森喜朗元首相

（Ｂ）橋本聖子ＪＯＣ理事

（Ｃ）竹田恒和ＪＯＣ会長

 



【正解】東京五輪組織委員会の会長に就任した人物は？

【正解】

（Ａ）森喜朗元首相

東京五輪・パラリンピック組織委員会の会長には森喜朗元首相が就任

実務面のトップとなる事務総長は元財務事務次官の武藤敏郎氏が務める

橋本聖子氏はソチ五輪日本選手団の団長を務めている

 



タイの現在の首相は？

21日にバンコクに非常事態宣言が発令されたタイの現在の首相は？
 
（Ａ）インラック・シナワトラ

（Ｂ）タクシン・チナワット

（Ｃ）ステープ・トゥアクスパン

 



【正解】タイの現在の首相は？

【正解】

（Ａ）インラック・シナワトラ

現在の首相はタイ史上初の女性の首相となったインラック・シナワトラ（2011年8月に就任
）

タイではステープ・トゥアクスパン元副首相らが主導する反政府デモが続いている

タクシン・チナワット元首相はインラック現首相の兄

 



昨年の売上高が前年比でプラスとなったものは？

次の選択肢の中で２０１３年の年間売上高が前年比プラスとなったものは？

 
（Ａ）コンビニ（主要１０社の既存店）

（Ｂ）スーパー（既存店）

（Ｃ）百貨店（既存店）

 



【正解】昨年の売上高が前年比でプラスとなったものは？

【正解】

（Ｃ）百貨店（既存店）

２０１３年の既存店ベースの売上高はコンビニ、スーパーが前年比マイナスに対し、百貨店

が前年比プラスとなった

百貨店の売上高は全店舗ベースでは１６年ぶりのプラス

売上高規模は、百貨店…約６兆円、コンビニ…約８兆円、スーパー…約１２兆円、
（日本百貨店協会、日本チェーンストア協会、日本フランチャイズチェーン協会の発表）

 



昨年の貿易赤字額は？

財務省が２７日に発表した昨年（２０１３年）の貿易統計で貿易赤字額はいくらとなったか？

 
（Ａ）　１兆４７４５億円

（Ｂ）１１兆４７４５億円

（Ｃ）３１兆４７４５億円

 



【正解】昨年の貿易赤字額は？

【正解】

（Ｂ）１１兆４７４５億円

輸出額６９兆７，８７７億円に対し、輸入額８１兆２，６２２億円で大幅な貿易赤字

貿易赤字となったのは３年連続で赤字額は過去最大を記録（前年は６．９兆円の赤字）

地域別では対米国は黒字となったものの、対中国で５兆２１５億円の貿易赤字となった

 



昨年の人口移動報告について正しいものは？

総務省が３０日に発表した「住民基本台帳人口移動報告（平成25年）」の内容について正しいも
のは？

 
（Ａ）千葉県が３年ぶりに転入超過となった

（Ｂ）都道府県間移動者数が２年連続で増加した

（Ｃ）転出超過数が最も多い都道府県は宮城県だった

 



【正解】昨年の人口移動報告について正しいものは？

【正解】

（Ａ）千葉県が３年ぶりに転入超過となった

転入超過となった都道府県は東京都など９都府県で千葉県が３年ぶりに転入超過となった

都道府県間移動者数は２年連続で減少したのに対し、都道府県内移動者数は１０年ぶりに増

加

転入超過数が最も多いのは東京都の７０，１７２人で、転出超過数が最も多いのは北海道

の８，１５４人

 



新型万能細胞の通称は？

理化学研究所が作成に成功し話題となった新型万能細胞の通称は？

 
（Ａ）ＳＮＡＰ細胞

（Ｂ）ＳＴＡＰ細胞

（Ｃ）ＳＷＡＰ細胞

 



【正解】新型万能細胞の通称は？

【正解】

（Ｂ）ＳＴＡＰ細胞

ＳＴＡＰ細胞は外部からの刺激により作られた新型の万能細胞

簡単な手法（酸性の溶液に浸す）で万能細胞が作成できたことで注目されている

ＳＴＡＰは、Stimulus-Triggered Acquisition of Pluripotency（刺激惹起性多能性獲得）の略

 



２０１３年消費者物価指数で前年度比下落は？

総務省が３１日に発表した昨年（２０１３年）の消費者物価指数で前年度比で下落となったも

のは？

 
（Ａ）総合指数

（Ｂ）生鮮食品を除く総合指数

（Ｃ）食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合指数

 



【正解】２０１３年消費者物価指数で前年度比下落は？

【正解】

（Ｃ）食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合指数

前年度比で下落となったのは食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合指数

総合指数は前年度比０．４％の上昇で、５年ぶりに前年度を上回った

電気代などの光熱費が指数を押し上げた

 



平成２４年度「国の財務書類」について正しいものは？

財務省が３１日に発表した平成２４年度「国の財務書類」の内容で正しいものは？

 
（Ａ）資産合計額が前年度比で増加した

（Ｂ）負債合計額が前年度比で減少した

（Ｃ）資産と負債の差額がはじめてマイナスとなった

 



【正解】平成２４年度「国の財務書類」について正しいものは？

【正解】

（Ａ）資産合計額が前年度比で増加した

「国の財務書類」とは国全体の資産や負債の状況を把握するために作成される貸借対照表な

どのこと

平成２４年度末の貸借対照表における資産額は６４０．２兆円、負債額は１，１１７．２兆

円

資産額が前年度から増加したが、負債の増加額の方が大きく債務超過が１７．７兆円増えた

資産と負債の差額はマイナス４７７兆円で債務超過となった

債務超過額が平成２４年度の名目ＧＤＰ額４７２兆円を上回ることとなった

 



ソチ五輪開会式での日本選手団の旗手は？

７日に開会式が行われたソチ五輪の日本選手団で旗手を務めた選手は？

 
（Ａ）葛西紀明選手

（Ｂ）上村愛子選手

（Ｃ）小笠原歩選手

 



【正解】ソチ五輪開会式での日本選手団の旗手は？

【正解】

（Ｃ）小笠原歩選手

ソチ五輪日本選手団の主将は葛西紀明選手、旗手は小笠原歩選手

前回大会（バンクーバー）では岡部孝信選手が主将で岡崎朋美選手が旗手

日本選手団の団長の橋本聖子ＪＯＣ理事は1988年のカルガリー大会で旗手を務めている

 



平成２６年度の国民負担率（見通し）は？

財務省が７日に発表した来年度（平成２６年度）の国民負担率（見通し）は？

 
（Ａ）４１．６％

（Ｂ）４３．６％

（Ｃ）４７．６％

 



【正解】平成２６年度の国民負担率（見通し）は？

【正解】

（Ａ）４１．６％

財務省によると平成２６年度の国民負担率は過去最高の４１．６％となる見通し

４１．６％の内訳は、租税負担率２４．１％＋社会保障負担率１７．５％

他国では、アメリカ３０．８％、イギリス４７．７％、スウェーデン５８．２％（いずれも

２０１１年の数値。出所：財務省「国民負担率の国際比較」

 



補正予算の内訳で多いものは？

６日に成立した平成２５年度補正予算の内訳で金額が最も大きいものは？

 
（Ａ）競争力強化策

（Ｂ）復興、防災・安全対策の加速

（Ｃ）女性・若者・高齢者・障害者向け施策

 



【正解】補正予算の内訳で多いものは？

【正解】

（Ｂ）復興、防災・安全対策の加速

補正予算総額は５兆４９５６億円

東日本大震災の被災地の復旧・復興など「復興、防災・安全対策の加速」に約３．１兆円が

あてられた

「競争力強化策（約１．４兆円）」には、オリンピック施設の整備なども割り当てられた

 



ソチよりも南にある都市は？

７日に冬季オリンピック開会式が行われたソチよりも緯度が南になる都市は？

 
（Ａ）パリ

（Ｂ）秋田

（Ｃ）オタワ

 



【正解】ソチよりも南にある都市は？

【正解】

（Ｂ）秋田

ソチは北緯４３度で日本の札幌とほぼ同じ

パリは北緯４８度、オタワは北緯４５度でソチよりも北になる

ソチと日本標準時との時差は５時間

 



北方領土の日に起きた歴史的な出来事は？

北方領土の日の由来となった２月７日に起きた歴史的な出来事は？

 
（Ａ）日露和親条約の締結

（Ｂ）日ソ基本条約の締結

（Ｃ）ポーツマス条約の締結

 



【正解】北方領土の日に起きた歴史的な出来事は？

【正解】

（Ａ）日露和親条約の締結

北方領土の日は日露和親条約（１８５５年）が締結された日に由来する

日露和親条約では千島列島の択捉島と得撫島（うるっぷとう）の間を国境とした

ポーツマス条約は１９０５年に締結された日露戦争の講和条約

 



米マクドナルドが最近オープンした国は？

８日に米マクドナルドがその国の１号店をオープンさせた国は？

 
（Ａ）ベトナム

（Ｂ）モンゴル

（Ｃ）ナイジェリア

 



【正解】米マクドナルドが最近オープンした国は？

【正解】

（Ａ）ベトナム

２月８日に米マクドナルドがホーチミンにベトナム１号店をオープン

米マクドナルドにとってベトナムは世界１２０ヶ国・地域目となる

モンゴル、ナイジェリアには現時点で出店していない

 



舛添東京都知事は第何代目か？

９日に行われた東京都知事選で当選した舛添要一氏は第何代目の東京都知事となったか？

 
（Ａ）７代目

（Ｂ）８代目

（Ｃ）９代目

 



【正解】舛添東京都知事は第何代目か？

【正解】

（Ｂ）８代目

舛添要一氏が第８代目の東京都知事に就任

初代東京都知事は安井誠一郎氏で３期務めている

歴代の東京都知事で１期しか勤めていないのは青島幸男氏（第５代）と任期中に辞任した猪

瀬直樹前知事の２人

 



昨年の経常収支の内訳で赤字となったものは？

財務省が１０日に発表した昨年（２０１３年）の経常収支の内訳で赤字となったものは？

 
（Ａ）貿易収支、サービス収支、経常移転収支

（Ｂ）貿易収支、所得収支、経常移転収支

（Ｃ）貿易収支、経常移転収支

 



【正解】昨年の経常収支の内訳で赤字となったものは？

【正解】

（Ａ）貿易収支、サービス収支、経常移転収支

昨年（２０１３年）の経常収支額は３．３兆円の黒字

前年比３１．５％減で過去最少の経常黒字額となった

内訳は、貿易・サービス収支が１２．２兆円の赤字、所得収支が１６．５兆円の黒字、経常

移転収支が０．９兆円の赤字

 



昨年末時点での国の借金額は？

財務省が１０日に発表した昨年（２０１３年）末時点での国債、借入金などの「国の借金額」は

？

 
（Ａ）　１０７兆円

（Ｂ）　４９７兆円

（Ｃ）１０１７兆円

 



【正解】昨年末時点での国の借金額は？

【正解】

（Ｃ）１０１７兆円

２０１３年１２月末時点での「国の借金額」は１０１７兆円

内訳は国債が８４９兆円（８３％）、借入金が５５兆円、政府短期証券が１１３兆円

国民一人あたりに換算した金額は約８００万円となる

 



入城料を国内最高額に引き上げることにした城は？

入城料を国内最高額となる１０００円に引き上げることを公表した城は？

 
（Ａ）大阪城

（Ｂ）首里城

（Ｃ）姫路城

 



【正解】入城料を国内最高額に引き上げることにした城は？

【正解】

（Ｃ）姫路城

姫路城の入城料が再公開の始まる来年３月から１０００円に引き上がられる方針となった

値上げした入城料は世界遺産としての維持管理費などに充てられる

現在の入城料国内最高額は首里城の８００円

 



２０１３年１０－１２月期のＧＤＰ成長率は？

内閣府が１７日に発表した２０１３年１０－１２月期のＧＤＰ成長率は？

 
（Ａ）実質０．３％、名目０．４％

（Ｂ）実質０．４％、名目０．３％

（Ｃ）実質０．４％、名目０．４％

 



【正解】２０１３年１０－１２月期のＧＤＰ成長率は？

【正解】

（Ａ）実質０．３％、名目０．４％

２０１３年１０－１２月期のＧＤＰ成長率は実質０．３％（年率換算１．０％）

デフレ状態とされる名目成長率が実質を下回る「名実逆転」が解消された

年度成長率では１９９８年度から「名実逆転」状態が続いている

 



ロシアと国境画定条約に署名した国は？

１８日にロシアとの国境画定条約に署名した国は？

 
（Ａ）ウクライナ

（Ｂ）エストニア

（Ｃ）ラトビア

 



【正解】ロシアと国境画定条約に署名した国は？

【正解】

（Ｂ）エストニア

１８日にモスクワでロシアとエストニアが国境画定条約に署名

これによりロシアに残る大きな領土問題は日本との北方領土のみとなった

ロシアは２００８年に中国と、２０１０年にはノルウェーとの間で国境問題を解決している

 



中国を訪れた日本人観光客数は？

昨年（２０１３年）に中国を訪れた日本人観光客数は？

 
（Ａ）　５１万人

（Ｂ）１３１万人

（Ｃ）１８１万人

 



【正解】中国を訪れた日本人観光客数は？

【正解】

（Ａ）　５１万人

２０１３年に観光目的で中国を訪れた日本人は前年比３５％減の５１万人

ビジネス目的も含めた日本人の中国入国者数は２６２９万人（同３％減）

日本を訪れた中国人数は１３１万人だった（ビジネス目的も含む）

 



昨年の広告費について正しいものは？

電通が２０日に発表した「２０１３年日本の広告費」の内容について正しいものは？

 
（Ａ）総広告費は５．９兆円で前年比では減少した

（Ｂ）媒体別ではテレビ広告費が前年比で増加した

（Ｃ）国内総生産に対する総広告費の割合が１％を下回った

 



【正解】昨年の広告費について正しいものは？

【正解】

（Ｂ）媒体別ではテレビ広告費が前年比で増加した

昨年の総広告費は５兆９７６２億円で２年連続で前年比増となった

マスコミ四媒体広告（テレビ、新聞、雑誌、ラジオ）の中ではテレビ広告費だけが前年比プ

ラス

国内総生産に対する総広告費の割合は１．２５％

（出所：電通「２０１３年日本の広告費」）

 



賃金構造基本統計調査(全国)の結果について正しいものは？

厚生労働省が２０日に発表した平成２５年賃金構造基本統計調査(全国)の結果について正しいも
のは？

 
（Ａ）男女とも前年比で賃金が前年比で減少した

（Ｂ）主な産業別では金融業、保険業が男女とも最も賃金が高い

（Ｃ）１０００人以上の大企業に勤める男性の賃金は前年比で増加した

 



【正解】賃金構造基本統計調査(全国)の結果について正しいものは？

【正解】

（Ａ）男女とも前年比で賃金が前年比で減少した

賃金構造基本統計調査は毎年７月に行われている調査（今回の調査では昨年６月の賃金が

対象）

平均賃金は男性３２．６万円、女性２３．３万円で、男女とも前年比マイナスとなったのは

初めて

産業別では男性は金融業、保険業、女性は教育、学習支援業の賃金が最も高い

 



１月の有効求人倍率は？

厚生労働省が２８日に発表した１月の全国有効求人倍率（季節調整値）は？

 
（Ａ）０．９４倍

（Ｂ）１．０４倍

（Ｃ）１．１４倍

 



【正解】１月の有効求人倍率は？

【正解】

（Ｂ）１．０４倍

１月の全国有効求人倍率（季節調整値）は前月比０．０１ポイント増の１．０４倍

都道府県別では、愛知県の１．４９倍が最高で、沖縄県の０．６３倍が最も低い

新規求人倍率（季節調整値）は前月比０．０２ポイント増の１．６３倍

 



化学兵器禁止機関の略称は？

シリアの化学兵器廃棄のための基金がある化学兵器禁止機関の略称は？

 
（Ａ）ＩＡＥＡ

（Ｂ）ＯＰＣＷ

（Ｃ）ＵＮＣＴＡＤ

 



【正解】化学兵器禁止機関の略称は？

【正解】

（Ｂ）ＯＰＣＷ

ＯＰＣＷは化学兵器禁止条約（ＣＷＣ）に基づき設立された国際機関

２０１３年にはノーベル平和賞を受賞している

ＯＰＣＷにあるシリアの化学兵器廃棄のための基金に日本が１４億円を拠出することを２５

日に表明した

 



ソチオリンピックでの日本の獲得メダル数は？

２３日に閉幕したソチオリンピックでの日本の獲得メダル数（金、銀、銅の合計）は？

 
（Ａ）７個

（Ｂ）８個

（Ｃ）９個

 



【正解】ソチオリンピックでの日本の獲得メダル数は？

【正解】

（Ｂ）８個

日本の獲得メダル数８個は海外で行われた冬季五輪では過去最高

８個の内訳は金１、銀４、銅３

唯一の金メダルはフィギュアスケート男子シングルの羽生結弦選手



ウクライナについての説明で正しいものは？

政治的混乱が続いているウクライナについての説明で正しいものは？

 
（Ａ）ＥＵに未加盟

（Ｂ）国内の民族はウクライナ人とロシア人の割合が約４割ずつ

（Ｃ）チェルノブイリ原子力発電所事故後、原発を稼働させていない

 



【正解】ウクライナについての説明で正しいものは？

【正解】

（Ａ）ＥＵに未加盟

国内の民族はウクライナ人が約８割、ロシア人が約２割

チェルノブイリ原子力発電所事故後に原発を全廃したが、現在では再稼働させている

ウクライナではヤヌコビッチ大統領が反政府デモにより辞職したことで、欧米よりの暫定政

権が発足

 



ビットコインについての説明で正しいものは？

仮想通貨「ビットコイン」についての説明で正しいものは？

 
（Ａ）２０１１年に運用が開始された

（Ｂ）カナダでは今年の２月に利用が禁止された

（Ｃ）最大発行量は２１００万枚と決められている

 



【正解】ビットコインについての説明で正しいものは？

【正解】

（Ｃ）最大発行量は２１００万枚と決められている

ビットコインは２００９年に運用が始まった仮想通貨で決済時の低い手数料などが魅力

ロシアでは反社会的組織に使われる可能性があるとして使用を禁止した

ビットコインの取引所だったマウントゴックスが２８日に民事再生法の適用を申請して話題

となった



あべのハルカスの高さは？

７日にオープンした日本一の高層ビル「あべのハルカス」の高さは？

 
（Ａ）２９６ｍ

（Ｂ）３００ｍ

（Ｃ）３３３ｍ

 



【正解】あべのハルカスの高さは？

【正解】

（Ｂ）３００ｍ

「あべのハルカス」は６０階建て、高さ３００ｍ

横浜ランドマークタワー（２９６ｍ）を抜いて日本で一番高い高層ビルとなった

５８階から６０階が「ハルカス３００」と呼ばれる展望台になっている

 



世界長者番付で１位となった人物は？

米経済誌フォーブスが発表した２０１４年版世界長者番付で１位となった人物は？

 
（Ａ）ビル・ゲイツ氏

（Ｂ）カルロス・スリム氏

（Ｃ）ウォーレン・バフェット氏

 



【正解】世界長者番付で１位となった人物は？

【正解】

（Ａ）ビル・ゲイツ氏

マイクロソフトの創業者のビル・ゲイツ氏が５年ぶりに長者番付で１位となった

ゲイツ氏の資産総額は７６０億ドル（約７兆７０００億円）

日本人トップは孫正義氏１８４億ドル（約１兆８７００億円）で世界４２位

 



昨年末時点での暴力団員数は？

警察庁が６日に発表した平成２５年末時点での全国の暴力団員数（構成員と準構成員）は？

 
（Ａ）約６万人

（Ｂ）約１６万人

（Ｃ）約６０万人

 



【正解】昨年末時点での暴力団員数は？

【正解】

（Ａ）約６万人

平成２５年末時点での全国の暴力団員数は５万８６００人

暴力団排除条例の施行などにより団員数は減少し過去最少となった

主要３団体（山口組、住吉会、稲川会）の占める割合が７割を超えている

 



２７年ぶりに新設された国立公園は？

５日に国立公園として２７年ぶりに新設されたところは？

 
（Ａ）尾瀬国立公園

（Ｂ）三陸復興国立公園

（Ｃ）慶良間諸島国立公園

 



【正解】２７年ぶりに新設された国立公園は？

【正解】

（Ｃ）慶良間諸島国立公園

沖縄県の慶良間（けらま）諸島と周辺海域が新設の慶良間諸島国立公園として指定された

国立公園の新設は１９８７年の釧路湿原国立公園以来で２７年ぶり

慶良間諸島国立公園は日本で３１番目の国立公園となった

 



米アカデミー賞の作品賞は？

２日に行われた第８６回米アカデミー賞で作品賞に選ばれたものは？

 
（Ａ）ゼロ・グラビティ

（Ｂ）それでも夜は明ける

（Ｃ）アメリカン・ハッスル

 



【正解】米アカデミー賞の作品賞は？

【正解】

（Ｂ）それでも夜は明ける

作品賞はスティーブ・マックイーン監督の「それでも夜は明ける」

黒人監督作として初めてのアカデミー賞作品賞となった

同作は奴隷として売られた黒人の物語

 



サッカーＪ３のチーム数は？

９日に開幕したサッカーＪ３の参加チーム数は？

 
（Ａ）８チーム

（Ｂ）１０チーム

（Ｃ）１２チーム

 



【正解】サッカーＪ３のチーム数は？

【正解】

（Ｃ）１２チーム

Ｊ３は今年度に新設された日本プロサッカーの３部リーグ

初年度はＪリーグアンダー２２選抜を含む１２チームで開幕

Ｊ１（１８チーム）、Ｊ２（２２チーム）をあわせて日本プロサッカーリーグは全５２チー

ムとなった

 



日本人初の国際宇宙ステーション船長は？

９日に日本人で初めてＩＳＳの船長に就任した人物は？

 
（Ａ）若田光一氏

（Ｂ）野口聡一氏

（Ｃ）古川聡氏

 



【正解】日本人初の国際宇宙ステーション船長は？

【正解】

（Ａ）若田光一氏

若田光一氏が日本人で初めての国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）船長となった

国際宇宙ステーションには日本、アメリカ、ロシア、カナダ、欧州宇宙機関の全１５ヵ国が

参加

第３９代船長となった若田光一氏は緊急時の安全確保などで指揮を執ることとなる

 



１月に赤字額が１兆円を超えたものは？

今年の１月に赤字額が初めて単月で１兆円を超えたものは？

 
（Ａ）貿易収支

（Ｂ）経常収支

（Ｃ）所得収支

 



【正解】１月に赤字額が１兆円を超えたものは？

【正解】

（Ｂ）経常収支

１月の経常赤字が１兆５８９０億円になったと財務省が１０日に発表

経常赤字は４ヶ月連続で単月で１兆円を超えたのは初めて

貿易赤字額も単月で過去最大の２．３兆円となった

 



入試志願者数１位の大学は？

今年度（平成２６年度）の私立大学一般入試で志願者数が最も多かった大学は？

 
（Ａ）早稲田大学

（Ｂ）明治大学

（Ｃ）近畿大学

 



【正解】入試志願者数１位の大学は？

【正解】

（Ｃ）近畿大学

近畿大学が志願者数１０万５８９０人で初めて全国１位となった

２位明治大学、３位早稲田大学までが志願者数１０万人以上

昨年までは明治大学が４年連続で志願者数が最も多い大学となっていた

（データ参照：大学通信「主要私立大学一般入試　入学志願者速報」）

 



国際特許出願件数で１位となった企業は？

世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）が１３日に発表した２０１３年の国際特許出願件数ランキング

で１位となった企業は？

 
（Ａ）日産

（Ｂ）シャープ

（Ｃ）パナソニック

 



【正解】国際特許出願件数で１位となった企業は？

【正解】

（Ｃ）パナソニック

２０１３年の国際特許出願数はパナソニックが２８８１件で世界１位となった

パナソニックが世界一となったのは３年ぶり

２位は中国の通信大手・中興通訊、日本からはシャープが６位、トヨタが８位となっている

 



クリミア自治共和国の大きさは？

住民投票でロシアへの編入を決めたクリミア自治共和国の面積はどのくらいか？

 
（Ａ）北海道の約１．５倍

（Ｂ）九州の約１．５倍

（Ｃ）四国の約１．５倍

 



【正解】クリミア自治共和国の大きさは？

【正解】

（Ｃ）四国の約１．５倍

クリミアはウクライナ南部に位置する自治共和国で四国の約１．５倍の大きさ

１６日に行われた住民投票でウクライナからの独立とロシアへの編入が賛成多数で承認され

た

日本、アメリカ、ＥＵなどはロシアへの編入を承認していない

 



昨年のストーカー事案件数は？

昨年（２０１３年）に警察が把握したストーカー事案件数は？

 
（Ａ）約２万件

（Ｂ）約５万件

（Ｃ）約１０万件

 



【正解】昨年のストーカー事案件数は？

【正解】

（Ａ）約２万件

２０１３年に全国の警察が把握したストーカー事案件数が２１，０８９件だったことを警察

庁が２０日に発表

前年比１１６９件増で年間で２万件を超えたのは初めて

被害者の割合は女性９０．３％、男性９．７％、年齢別では２０歳代が３４．８％で最も多

いが、５０歳以上の被害者も９．８％となっている

 



２０１４年度予算についての説明で正しいものは？

２０日に成立した２０１４年度予算についての説明で正しいものは？

 
（Ａ）歳入に占める税収の割合が５０％を下回った

（Ｂ）歳出に占める国債費の割合が３０％を上回った

（Ｃ）新規国債発行額が前年度比で減少した

 



【正解】２０１４年度予算についての説明で正しいものは？

【正解】

（Ｃ）新規国債発行額が前年度比で減少した

税収は５０兆円で歳入（９５．８兆円）に占める割合は５２．１％

国債費は２３．２兆円で歳出に占める割合は２４．３％

新規国債発行額は前年度比１．６兆円減で、公債依存度が４３．０％に低下した

 



２０１４年度予算の一般会計総額は？

２０日に成立した２０１４年度予算の一般会計総額は？

 
（Ａ）　９５．８兆円

（Ｂ）１０５．８兆円

（Ｃ）１１５．８兆円

 



【正解】２０１４年度予算の一般会計総額は？

【正解】

（Ａ）　９５．８兆円

２０日の参院本会議で２０１４年度予算が賛成多数により可決、成立

年度内に予算が成立したのは３年ぶり

一般会計の総額は９５兆８８２３億円で当初予算額として過去最大となった

 



２０１４年の公示地価についての説明で正しいものは？

国土交通省が１８日に発表した２０１４年の公示地価（１月１日時点）についての説明で正しい

ものは？

 
（Ａ）全国平均で商業地が前年を上回った

（Ｂ）全国平均で住宅地が前年を下回った

（Ｃ）三大都市圏平均で住宅地が前年を下回った

 



【正解】２０１４年の公示地価についての説明で正しいものは？

【正解】

（Ｂ）全国平均で住宅地が前年を下回った

三大都市圏平均（東京、大阪、名古屋）で住宅地、商業地とも６年ぶりに前年を上回った

全国平均では住宅地、商業地とも下落傾向が続いている

商業地で最も高いのは東京都中央区銀座４丁目（山野楽器銀座本店）で１平方メートルあた

り２，９６０万円

 



建築界のノーベル賞と呼ばれるものは？

坂茂氏が２４日に受賞した建築界のノーベル賞と呼ばれるものは？

 
（Ａ）アーベル賞

（Ｂ）プリツカー賞

（Ｃ）マーキュリー賞

 



【正解】建築界のノーベル賞と呼ばれるものは？

【正解】

（Ｂ）プリツカー賞

米プリツカー賞は１９７９年に設立された建築家を対象した賞で建築界のノーベル賞と呼ば

れる

坂茂氏は紙や段ボールなど低コストの素材で被災者のための仮設住宅などを建築している

日本人建築家の受賞は２年連続で７人目
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