
ビジネス能力検定 ジョブパス

（説明時間　10：20 〜 10：30）
（試験時間　10：30 〜 11：30）

文部科学省後援　平成 30 年度後期

・試験問題は試験監督者の指示があるまで開かないでください。
・解答用紙（マークシート）への必要事項の記入は、試験監督者
  の指示があるまで行わないでください。

・机の上には、受験票および筆記用具以外は置かないでください。電卓、辞書、参考書
等の使用はできません。

・この試験問題は 18 ページあります。試験監督者の指示と同時にページ数を確認してく
ださい。乱丁等がある場合は、手をあげて試験監督者に合図してください。

・試験監督者の指示と同時に、解答用紙（マークシート）に、受験者氏名・受験番号
（下 11 桁）を記入し、受験番号下欄の数字をぬりつぶしてください。正しく記入され
ていない場合は、採点されませんので十分注意してください。

・試験問題は、すべてマークシート方式です。正解と思われるものを１つ選び、解答欄
の　　を HB の黒鉛筆でぬりつぶしてください。ボールペン等、鉛筆以外を使用した場
合は採点されません。また、２つ以上ぬりつぶすと、不正解になります。

・試験問題についての質問には、一切答えられません。

・試験中の筆記用具の貸し借りは一切禁止します。

・試験を開始してから 30 分以内および試験終了５分前以降の退場はできません。30 分経過
後退場する場合は、もう一度、受験者氏名・受験番号・マークが記入されているか確認
し、試験監督者の指示に従って退場してください。（再入場不可）試験問題は持ち帰っ
てください。

・合否の発表は平成 31 年 1 月下旬の予定です。合格者へは合格証を同封します。

　①団体受験の方は、団体経由で合否を通知します。

　②個人受験の方は、受験票に記載された住所に郵送で合否を通知します。

　③合否結果についての電話・手紙等でのお問い合わせには、一切応じられません。

＜実施　平成 30 年 12 月 2 日（日）＞

一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団
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問題 1．次の に入れるべき適切な語句を選択肢から選べ。

（1）特定の顧客ニーズが存在する市場だが、大手企業が進出するには市場規模が小さく、
中小企業が新たに進出するチャンスが比較的に多い市場のことを という。

【選択肢】
ア．成長市場　　イ．マス市場　　ウ．ニッチ市場

（2）生産性を高めることで生じた成果を、賃金の上昇、需要の拡大の好循環につなげるた
め、労働制度を改革し、企業文化をも変えようとする取り組みを という。

【選択肢】
ア．働き方改革　　イ．グローバル化　　ウ．リストラクチャリング

（3）事業者が科学的根拠をもとに、消費者庁へ届け出ることにより、例えば「脂肪の吸収
をおだやかにします」など、健康の維持や増進に役立つ情報の商品パッケージへの表示
が認められた食品のことを という。

【選択肢】
ア．オーガニック食品　　イ．機能性表示食品　　ウ．加工食品

（4）訪問販売や電話勧誘販売などで商品を購入したり、サービスを受ける契約をしたりす
る場合、契約後一定期間内であれば無条件で解約できる制度を といい、消費
者保護を目的としている。

【選択肢】
ア．クーリングオフ　　イ．ノーマライゼーション　　ウ．セールスプロモーション

（5）地球温暖化対策として期待されている、走行時に二酸化炭素を排出しない自動車で、
外部からの電力供給によってバッテリーに充電し、モーターを回して走行する自動車の
ことを という。

【選択肢】
ア．燃料電池車　　イ．エタノール車　　ウ．電気自動車



2

問題 2．次の各問に答えよ。

（1）納期意識に関する記述の正誤の組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

ａ．外部のお客さまや得意先だけではなく、社内の仕事相手に対しても約束の期日を
守る意識を持って働くことが大切である。

ｂ．納期から逆算して、仕事の手順や段取りを決め、期日や期間の計画を立て、納期
を守ろうとする意識を持つことが大切である。

ｃ．計画に遅れが生じたさいには、すぐに上司に相談するのではなく、納期遅れが生
じるまで自分一人で努力する意識を持つことが大切である。

【選択肢】
　 ａ ｂ ｃ
ア． 正 正 誤
イ． 正 誤 誤
ウ． 誤 正 正

　　
（2）コミュニケーションの基本について、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．職場では、仕事を円滑にするためのコミュニケーションよりも、先輩や同僚と仲

よくなるためのコミュニケーションが優先される。
イ．社会人になると、お客さま、取引先、先輩や同僚など、さまざまな立場の人と関

わるため、それぞれの違いを認識しながら円滑な関係を築くことが大切である。
ウ．職場でのコミュニケーションは大切だが、職場を離れたところでは、上司や先輩

との仕事における上下関係を気にする必要はない。

（3）訪問の基本マナーについて、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．取引先を訪問する前に、訪問目的の再確認や取引先の会社概要、経営状況、これ
までの取引状況などの情報を収集しておく。

イ．取引先を訪問する約束がある場合、予定通りに訪問してよいかなど事前の最終確
認は不要だが、キャンセルする場合には直前までに連絡する。

ウ．取引先を訪問するときは、身だしなみを確認し、約束した時間に余裕を持たせる
ことなく定刻に取引先に到着するよう交通手段を調べておく。
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（4）ビジネスの場にふさわしいことばづかいに関する記述の正誤の組み合わせとして、適
切なものを選択肢から選べ。

ａ．感じの良い会話をするためには、年配のお客さまであっても、学生が友人と話す
ように、敬語を使わずにフレンドリーに対応すると誠意が伝わりやすくなる。

ｂ．肯定表現を使うよう心がけることで、こちらのやる気や前向きな姿勢が聞き手に
伝わりやすくなる。

ｃ．仕事を依頼するときなどは、「お忙しいとは存じますが」などクッションことばを
使うことで、聞き手も準備ができ快く引き受けやすくなる。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 正 正 誤
イ． 正 誤 誤
ウ． 誤 正 正

（5）仕事への取り組み方について、もっとも適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．仕事では「正確かつ確実」が重要であり、指示を受けるときはメモを用意し、ミ
スや抜け、もれをなくすようにする。

イ．日々の仕事のスケジュールを空き時間がないように立てることで、その日の仕事
を時間どおりに、正確に進めることができる。

ウ．終業前に仕事の進み具合をチェックして、やり残した仕事は、納期に関わらず残
業して、当日中に必ず終わらせるようにする。

3
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問題 3．次の用語の説明として適切なものを選択肢から選べ。

（1）著作権
【選択肢】

ア．商品やサービスを他者のものと区別するために、文字、記号、図形などの標識を
登録して、独占的に使用できる権利のこと。

イ．文学、美術、音楽など、思想や感情を表現した創作物について、創作者が利益を
受ける権利のこと。

ウ．自分の顔や姿が写っている写真などを、本人の許可なく無断で他人に使用されな
いよう、保護される権利のこと。

（2）デファクトスタンダード
【選択肢】

ア．公的な基準によるものではなく、市場の実勢から事実上の標準とみなされるよう
になった規格や製品のこと。

イ．障がい者や高齢者などに特別な配慮をするのではなく、そうした人々も他の人々
と同じように生活ができる社会を作り上げようとする考え方のこと。

ウ．身体の性別と心の性別が一致しない人々を人間の個性と受け止め、それらの人々
の権利を尊重する動きのこと。

（3）EU
【選択肢】

ア．自由で公正な貿易を進めるために、国際ルールを定めたり、加盟国間の貿易紛争
を解決したりする国際機関のこと。

イ．欧州諸国が加盟する、外交・安全保障政策の共通化と通貨統合の実現を目的とし
た国家連合体のこと。

ウ．東南アジア地域の国々が加盟する、地域の平和と安定、経済成長の促進を目的と
して設立された地域協力機構のこと。

（4）コンピュータウイルス
【選択肢】

ア．メールに添付されたファイルを開くことなどで、コンピュータの動作の妨害など
をする不正なプログラムのこと。

イ．インターネット利用時に、他人に害を与える行動をせず、無用なトラブルに巻き
込まれないように気をつけるべき基本的な考え方、態度のこと。

ウ．青少年などが不適切なサイトへアクセスすることを制限し、有料サイトでの高額
な利用を未然に防ぐ、通信会社のサービスのこと。

（5）リコール
【選択肢】

ア．物品が不要になった場合に、廃棄せずに回収し、再資源化して新たな製品の原料
として利用することで、環境への負荷を低減させること。

イ．ビール瓶の再使用や、インターネット上のサイトやスマートフォンのアプリを介
した不用品の売買など、一度使われた物品をそのまま再使用すること。

ウ．設計や製造上の問題によってその製品に欠陥が見つかり、事故などが生じる恐れ
がある場合、製造者が回収して、無償修理、交換、返金などを行うこと。

4
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問題 4．次の各問に答えよ。

（1）会社の組織に関する記述について、下線部の語句のうち適切なものを選択肢から選べ。

多くの会社の組織は、部門別のヨコの分業に加え階層別のタテの分業で成り立っている。
部下を管理し会社方針の実現などの責任をもつトップマネジメント、会社の基本方針や目
標、計画などを定めるミドルマネジメント、仕事の現場で指揮・監督を行うロアーマネジ
メントと、分担した業務を行う一般社員層がある。

【選択肢】
ア．トップ　　
イ．ミドル　　
ウ．ロアー

（2）職場でのあいさつの基本に関する記述の正誤の組み合わせとして、適切なものを選択
肢から選べ。

ａ．明るくはっきりとしたあいさつや返事は、職場の人との円滑なコミュニケーショ
ンの第一歩である。

ｂ．お客さまに応対しているときは、自分が会社を代表しているという認識を持つこ
とが大切で、あいさつができていないと、会社全体が悪い印象を持たれてしまう。

ｃ．お客さまや上司、同僚など相手や場面が変わっても、あいさつや返事の仕方は変
えずに、常に同じように応対するよう心がける。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 正 誤 誤
イ． 正 正 誤
ウ． 誤 誤 正

（3）社外文書の書き方について、 a に入れるべき適切な語句を選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．殿　　　
イ．各位　　　
ウ．御中

5
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（4）職場でのコピー用紙の削減を実施するにあたり、進め方の手順について、適切なもの
を選択肢から選べ。

① 目標に対する実際の消費量を分析、改善策を検討して、再び周知徹底する。
② 職場内で、コピー用紙の消費量はどれだけあるのか、実態を把握する。
③ 職場のメンバーに、削減目標や対策を通知し、周知徹底する。
④ コピー用紙を削減するための対策を実行する。
⑤ コピー用紙をどれだけ減らすか、職場における目標数値や対策を決定する。

【選択肢】
ア．②→⑤→③→④→①
イ．⑤→④→③→①→②
ウ．②→④→⑤→③→①

（5）電話をかける手順について、適切なものを選択肢から選べ。

①　相手の電話番号、所属部署、氏名、用件のポイントなどをあらかじめ確認したう
えで、かけ間違いのないように電話をかける。

②　「お忙しいところ恐れ入りますが、営業部の〇〇さまをお願いいたします」と取り
次ぎを依頼する。

③　「商品Ａを 10 台、××日に弊社のＢ支店まで納品をお願いします」と用件を相手
に伝える。

④　「□□会社の△△でございます。いつもお世話になっております」と名前を名乗り
あいさつする。

⑤　相手の会社名や部署名を聞き取る。
⑥　念のため要点を復唱し、相手にきちんと伝わっているか確認し、「よろしくお願い

いたします」とあいさつをして受話器を置く。

【選択肢】
ア．①→②→⑤→④→③→⑥
イ．①→⑤→④→②→③→⑥
ウ．①→⑤→②→③→④→⑥

6
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問題 5．次の新聞記事を読んで各問に答えよ。　　
（日本経済新聞　2018.5.21）

7

原文は、著作権の問題上、掲載できません
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（1）「ボヌール三軒茶屋本店」の AI の活用状況について、もっとも適切なものを選択肢か
ら選べ。

【選択肢】　
ア．レジで活用している AI が、画面上にパンの画像と商品名、金額を瞬時に表示する

ことで、店舗の売り上げの増加に直接結びついている。
イ．学習機能で精度が向上した AI は、形や焦げ目など細かい違いのあるパンを判別

し、人よりも正確に金額を計算できるようになっている。
ウ．レジ打ちだけでなく、商品を判別して袋に入れるといった作業も AI が行っている

ため、店員は接客に専念できている。

（2）次の「レオパレス 21」における AI の活用の記述について、下線部の語句のうちもっ
とも適切なものを選択肢から選べ。

レオパレス 21 が導入している、コールセンターのオペレーターを支援する AI システム
は、客からの電話による問い合わせ内容を自動的に文章にして分析し、適切なおすすめ商
品をすみやかに画面に表示することができる。このシステムにより、同社は年約 2600 時間
の作業時間と約 460 万円のコストの増加を見込んでいるが、AI と人との協業による顧客満
足度の向上も狙っている。

【選択肢】　
ア．おすすめ商品
イ．コストの増加
ウ．顧客満足度

（3）AI やロボットの普及の状況やその効果について、もっとも適切なものを選択肢から
選べ。

【選択肢】　
ア．AI は大企業が活用するケースが多く、中小企業には身近なものではないが、将来

は中小規模の企業向けのシステムが開発されることが期待されている。
イ．ブレインが開発したシステムは、2017 年には 100 台以上が販売されているが、コ

スト負担が大きいため、現在は引き合いが途切れている。
ウ．コールセンターの対応を AI だけに任せた場合の顧客満足度は 60％となり、ヒト

の場合の 68％よりも下回るという調査結果がある。

8



99

問題を読みやすくするために、この

ページは空白にしてあります。
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（4）記事とグラフを見て、次の に入れるべき語句の組み合わせとして、適切な
ものを選択肢から選べ。

アクセンチュアなどの予測では、日本の経済成長率は、AI やロボットの活用が進まない
と 0.8％にとどまるが、活用が進めば a まで伸びる。グラフ中の先進国で AI やロ
ボットの活用の進捗で経済成長率がもっとも高くなるのは、米国の ｂ である。従
来予想におけるドイツの経済成長率は ｃ よりも低いが、AI やロボットが浸透する
と、両国の経済成長率は逆転すると予測されている。

【選択肢】　
a b c

ア． 2.7％ 4.6％ フランス
イ． 3 割 4.7％ 英国
ウ． 2.7％ 4.6％ 英国

（5）AI が普及する中で求められる仕事やスキルについて、記事から読み取れることとして、
もっとも適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】　
ア．AI にデータを与えて学習させ、動作の手順などを指示する「RPA」のような、AI

の導入効果を高めるための仕事も登場する。
イ．AI が行う作業について、自社のサービスを使う顧客や投資家などにきちんと説明

する仕事が必要となる。
ウ．政府や企業に個人の努力を後押しする役割はないため、人は AI に負けないように

するためのスキルを、自らの力のみで磨き続けることが重要である。

10
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問題 6．次のケースを読んで各問に答えよ。

神田亮太は、オリジナルの文房具を製造し、文房具店やホームセンターに納品する文房
具メーカー「ラッキー文具」に入社して 10 ヵ月になる社員である。現在は、営業部に所属
し、上司の落合課長のもと、先輩社員の鈴木から指導を受けながら、担当顧客の訪問や問
い合わせ対応のほか、出荷する製品を倉庫で集めて指定の置き場に移動させ、納品書を作
成する出荷準備業務も行ってきた。最近は一通り仕事をおぼえて、出荷準備業務については、
一人で任されるようになった。

ある日、出社した神田が当日のスケジュールを確認すると、その日は先輩の鈴木から営
業担当を引き継ぐために、鈴木に同行してホームセンターの「ブロック」を訪問すること
になっていた。神田がブロックの顧客情報を頭に入れるために社内の資料に目を通してい
たところ、担当顧客である「川井文具」の後藤さまから電話が入った。

後藤「いつも納入してもらっている蛍光ペンセットを 12 月７日に 50 セットいただきた
いのですが、可能でしょうか？ ｣

神田「50 セットですか？ かなり多めですね。」
後藤「実は当店のお客さまの幼稚園でお絵かき教室があって、そのために大量の蛍光ペ

ンが必要になりまして…」
神田「そうでしたか。在庫を調べてみますので少々お待ちください。」
後藤「50 セットはなくても出来るだけ多く欲しいのですが、いかがでしょうか？」

在庫表の製造予定数は予め決められた製造数なので変更することはできない。また、製
造日の翌日から出荷可能になり、製品は在庫の中から出荷日の翌日にお客さまへ納品され
る。出荷予定数はすでに注文を受けている出荷予定の数量であり、在庫数が不足する場合
は先に入った注文を優先している。

（1）この在庫表から判断できる 12 月７日に川井文具に納品可能な数量として、神田が回
答すべき数量を選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．25 セット
イ．35 セット
ウ．45 セット

11

トッセ：位単トッセンペ光蛍：名品製

月日 製造予定数 出荷予定数 在庫数
12月2日 0 0 45
12月3日 20 15 50
12月4日 0 10 40
12月5日 20 25 35
12月6日 0 0 35
12月7日 20 10 45

在庫表(12月3日時点)
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電話対応を終えると、鈴木と外出する予定の時間が迫っていた。結局、神田はブロック
のことを詳しく把握できないまま訪問することになった。ブロックに着くと、鈴木が後任
の神田を紹介し、担当の田辺主任との打ち合わせが始まった。

田辺「さっそくですが見積もりをお願いします。実は使いやすいと評判の御社のハサミ
を当店でも取り扱いたいと考えておりまして、まずは見積もりをいただきたいの
ですが。」

神田「かしこまりました。しかし、御社とは長くお付き合いいただいておりますが、ハ
サミの取引がなかったことに驚いております。」

鈴木「それでは明日中に見積書を提出させていただきます。」
田辺「よろしくお願いします。」　

打ち合わせを終えて帰社の途中に鈴木から、「明日には見積書を提出するので今日中に作
成して私に見せてください。ハサミは初めての取引になるので、1 ヵ月でこれだけは購入
してください、という最低購入数量を記載してください。」という指示を受けた。神田は午
前中のうちに帰社したので、さっそく見積書の作成を始めた。

（2）鈴木から受けた指示をもとに作成した見積書の条件 a に入れるべき適切な語
句を選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．ご注文は FAX、又はメールにてお願いします。
イ．上記は１ヵ月で 20 本以上をご購入いただける場合の金額です。
ウ．１ヵ月で 50 本以上をご購入いただいた場合は５% 値引きします。

12

株式会社ブロック
商品部
主任 田辺　様

ラッキー文具

営業部　神田

ご照会いただきました製品について、下記の通りお見積もり申し上げます。

記

納期：ご注文後5営業日
支払条件：契約書に従う

数量 単位 金額(円)

1 本 350

―条件―

以上

a

お見積書

○○年12月3日

見積番号:20180562

製品名

ラッキーオリジナル文具シリーズ「ハサミ」
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午後になり、神田は作成した見積書を鈴木に見せようとしたが、会議で不在のため、
鈴木の机に置いた。

神田が窓の外を見ると、集荷のために倉庫に駐車している運送会社のトラックが目に入っ
た。その時、神田は自分が担当する「文具堂」へ本日出荷する万年筆の準備を忘れていた
ことに気が付いた。ラッキー文具の社内ルールでは、製品の出荷は午後に行うので、各担
当者は午前中に出荷の準備を終わらせることになっている。その日に出荷予定の製品の数
量から、出荷の準備には１時間ほどかかると見込まれた。

（3）この時、神田が取るべき行動として、もっとも適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】　

ア．文具堂の担当者にすぐに電話をし、万年筆の納期が遅くなることを説明して、納
得してもらう。

イ．１時間ほどで出荷作業が完了するので、すぐに出荷準備に取りかかり、ドライバー
には事情を説明せずそのまま待機してもらう。

ウ．上司の承認を得た上で、ドライバーに事情を説明し、１時間後以降にもう一度来
てもらえないかお願いする。

神田が出荷の対応を終えて席に戻ると、課長の落合に呼ばれた。
落合「神田さん、２週間後の営業会議で使用する資料を作成してもらえますか。」
神田「承知しました。どのような資料でしょうか。」
落合「今期の製品毎の毎月の売り上げデータをグラフにまとめてください。」
神田「いつまでに提出すれば良いでしょうか？」
落合「そうですね、確認する時間も欲しいので１週間以内にお願いします。わからない

ことがあれば鈴木さんに相談してください。鈴木さんにも作成してもらったこと
がありますので。」

神田は指示された内容をメモして、席に戻った。

（4）資料作成の指示を受けた神田の行動として、もっとも適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．資料作成に必要な売り上げデータは重要情報として社外への持ち出しが禁止され
ているが、資料作成は上司の指示であったため、自分の判断で自宅へ持ち帰った。

イ．提出期日までは少し時間があるが、初めての業務で想定以上に時間がかかる可能
性があるため、早めに資料作成を始めた。

ウ．資料作成は鈴木も行ったことがあり、いつでも相談できるため、課長から指示を
受けたことを鈴木に伝えないことにした。

終業時間が近くなった頃、神田が資料作りのことを考えていると鈴木が声をかけてきた。
鈴木「神田さん、見積書の作成は終わりましたか？」
神田「はい、鈴木さんが席にいなかったので、机の上に置いておきました。確認をお願

いします。」

13
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（5）神田の今日一日の行動を振り返り、今後改善すべき対応について、もっとも適切なも
のを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．担当を引き継ぐ予定のブロックに関する資料に目を通す時間を確保するために、

神田の顧客からの問い合わせ電話は、なるべく応対しないようにすべきである。
イ．今日中に鈴木に確認してもらう必要があった見積書は、机の上に置くのではなく

会議室に入り、鈴木に直接手渡して確認してもらうべきである。
ウ．製品の出荷準備作業は午前中に行うべき定型業務であるため、アラームやメモを

用いて、別の業務や急ぎの業務が発生しても忘れないような工夫をすべきである。

14
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問題 7．カルチャーセンターＡは、受講実績と受講者へのアンケートをもとにセミナー内
容の改善を検討している。そこで実施しているセミナーの直近４年間の受講者数と、
若年層（10 代～ 30 代）と中高年層（40 代～ 70 代）の受講者数の割合の実績を集
計し、受講者へのアンケートによる関心度調査を行い、結果をまとめた。

　　　　＜資料１＞は、各セミナーの直近４年間の受講者数と、受講者の若年層と中高年
層の受講者割合の推移である。＜資料２＞は、若年層と中高年層のこれから受講し
てみたいセミナーの関心度について、2014 年、2017 年の受講者アンケートをまと
めたものである。これらの資料を見て各問に答えよ。

15
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（1）＜資料１＞に関する記述の正誤の組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

ａ．若年層の受講者数が中高年層と比べて多かった年は、過去４年間のうちに、３回
あった。

ｂ．2014 年と 2017 年の受講者数を比較してみると、受講者数の増加が、もっとも多い
セミナーは「パソコン」である。

ｃ．過去４年間の受講者数の合計が、もっとも多かったセミナーは「英会話」である。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア . 誤 誤 正
イ . 正 誤 誤
ウ . 誤 正 正

（2）＜資料１＞から読み取れる各セミナーの受講状況の説明について、次の に
入れるべき語句の組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

2016 年、2017 年と２年続けて受講者が減少しているセミナーは a である。一方
で、2014 年から 2017 年までに受講者数の伸び率が最大のセミナーは b であった。
世代別の受講者では 2017 年に中高年層が若年層を上回り、2017 年の中高年層の受講者数
はおよそ c 人であった。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア . パソコン 英会話 6,000
イ . パソコン ヨガ 6,000
ウ . 音楽 英会話 5,000

（3）＜資料２＞に関する記述の正誤の組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

ａ．2014 年と 2017 年のセミナー別関心度を比較すると、これから受講したいセミナー
において若年層、中高年層ともに関心度が高まっているのは「英会話」である。

ｂ．2017 年における「パソコン」の関心度は、若年層に比べて中高年層の方が高い。
ｃ．2014 年における各セミナーの若年層と中高年層の関心度を合わせると、もっとも

関心度が低いセミナーは「音楽」である。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア . 正 誤 正
イ . 誤 正 誤
ウ . 正 正 誤

16



17

問題を読みやすくするために、この

ページは空白にしてあります。
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（4）＜資料１＞、＜資料２＞から読み取れる傾向について、下線部の語句のうち適切なも
のを選択肢から選べ。

2017 年のアンケートから、若年層の関心度がもっとも高いセミナーは「ヨガ」であり、
中高年層と合わせた「ヨガ」の受講者数は、2014 年から 2017 年にかけて 300 人増加した。
その一方で、若年層の関心度が低いセミナーに「料理」があり、2014 年から 2017 年にか
けて、中高年層と合わせた「料理」の受講者数は減少している。

【選択肢】
ア．もっとも高い
イ．300 人
ウ．減少

（5）＜資料１＞、＜資料２＞から、受講者数の傾向とセミナー内容の見直しに関する記述
について、もっとも適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．中高年層は受講者数が増加傾向にあるとともに、「絵画」、「音楽」、「英会話」の関

心度が高まっているが、その一方で、関心度の下がっている「料理」、「パソコン」
のセミナーの内容を見直す。

イ．若年層は「英会話」、「ヨガ」、「音楽」の関心度が高まっているものの、受講者数
が減少傾向であるため、関心度の下がっている「パソコン」、「料理」、「絵画」の
セミナーの内容を見直す。

ウ．全体の受講者数は「英会話」、「パソコン」の受講者が増えたことにより、増加傾
向にあるものの、2017 年における「絵画」は、若年層と中高年層を合わせた関心
度がもっとも低いので、セミナーの内容を見直す。
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