
中  級
検定時間
50分

新聞検定の特長とメッセージ
この新聞検定は、皆さんの記憶量を試すテストと異なり、実際に新聞本紙を読みながら
答える、新しいスタイルの検定です。ほとんどの問題は、しっかり新聞を読んで、よく
考えれば答えが出せます。安心して取り組んでください。また、この検定を受けること
自体が、これからの新聞の読み方の獲得につながり、自分を高めていくきっかけに
なります。さあ、一緒に頑張りましょう。

注意事項
１．「はじめ」の指示があるまでは、問題用紙を開かないでください。
２．答えはすべて解答用紙に記入します。マークを塗る問題と答えを書く問題があり
　　ます。マークを塗るときは、問題番号をよく確かめましょう。
３．問題用紙は５ページまであります。ページが抜けている所や、よく読めない所が
　　ある場合は、手を挙げてください。
４．気分が悪い、寒いなど何か困ったことがあったら、手を挙げてください。
５．答えを書くときに、まだ学校で習っていないなど難しい場合は、ひらがなで書いて
　　ください。
６．検定終了後は、解答用紙だけ提出して、新聞本紙と問題用紙は持ち帰ってください。
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■必要なページを見つけたら、半分に折り返してから読む。

■4分の１のところで折りながら、ページをめくっていく。

お隣の人が近い場合、お互いに気をつけながら
気持ちよく検定を受けられるようにしましょう。

新聞をうまくひらくコツ

4 分の1 4 分の1 4 分の1 4 分の1
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1

１面からの出題です。「新聞の顔」である１面に掲載されていることがらに当てはまらないものを、
次のア～エから一つ選んでください。
  　
　ア　編集手帳　　　イ　天気予報　　　ウ　社説　　　エ　購読の申し込み先

2 １面からの出題です。5月27日、オバマ米大統領が被爆地・広島を訪問しました。関連する他の紙面
（１面下部の中央に表記）も参照しながら、オバマ米大統領の広島訪問に関する説明として正しい
ものを、次のア～エから一つ選んでください。
  
　ア　平和記念公園でのオバマ米大統領の声明発表に先立って、安倍首相が声明を発表した。
　イ　オバマ米大統領の声明には、広島・長崎で被爆した人々への謝意がしめされたため、　　
　　　アメリカ国内では声明を非難する世論が高まった。
　ウ　安倍首相とオバマ米大統領の両首脳は、声明の発表後、世界遺産の原爆ドームを視察した。
　エ　現職のアメリカ大統領として広島を訪問したのはオバマ氏が初めてだが、ニクソン氏と
　　　カーター氏はともに「元大統領」の肩書きで広島を訪問したことがある。

3 ２面からの出題です。「安倍首相の一日」から、安倍首相が5月27日に立ち寄ったり、車や新幹線で
移動したりした都道府県を正しく図示した地図を、３面の記事も参考にして次のア～エから１つ
選んでください。　※ただし、航空機で上空を通過しただけの都道府県はのぞきます。
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4 ６面からの出題です。この紙面には、2027年に東京－名古屋間で開業を予定しているリニア中央
新幹線の大阪までの延伸を早める動きが紹介されています。
リニア中央新幹線の名古屋－大阪間の開業が早くなった場合、東京－名古屋間の開業はどうなり
ますか。次のア～エから一つ選んでください。
  
　ア　東京－名古屋間の工事も早まり、名古屋－大阪間の開業と同時に開業する。
　イ　東京－名古屋間の工事は予定と変わらず、名古屋－大阪間の開業と同時に開業する。
　ウ　東京－名古屋間の工事も早まり、名古屋－大阪間の開業よりも先に開業する。
　エ　東京－名古屋間の工事は予定と変わらず、名古屋－大阪間の開業よりも先に開業する。　

ウ エ

イア
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5 ７面からの出題です。「電気ガス７月全社が値下げ」とあります。
次の電気会社、ガス会社の７月からの料金の中で値下げの額が大きかったのは、中部電力の123円
ですが、値下げの割合が大きかったのは、どの会社ですか。次のア～エから一つ選んでください。
   
　ア　東京電力　　　イ　中部電力　　　ウ　東京ガス　　　エ　大阪ガス

6 同じく７面中央「ＥＵ離脱なら日本車も影響」とありますが、英国（イギリス）がＥＵを離脱した場合、
なぜ日本車に影響があるのですか。次のア～エから一つ選んでください。
  
　ア　英国が不景気になって、英国内で日本車が売れなくなるから。
　イ　英国内で作られた日本車に、ＥＵ内で関税がかけられるから。
　ウ　英国だけではなくＥＵ内も不景気になり、日本車が売れなくなるから。
　エ　ＥＵ内で作られた日本車に、英国で関税がかけられるから。

7 １面左下「編集手帳」の筆者が今回のオバマ米大統領のスピーチに感じたこととして適切なものを
次のア～エから一つ選んでください。
  
　ア　オバマ米大統領の鋭いが優しい眼差しから、広島で被爆した人たちと心が通じ合えたことが
　　　わかる。
　イ　核なき世界を求めるオバマ米大統領だが、米国の原爆投下については正しかったと思って
　　　いるのではないか。
　ウ　原爆投下国のオバマ米大統領の感想は、1980年代に広島を訪れた要人たちの感想よりも深刻
　　　だったにちがいない。
　エ　米国内の意見に配慮したオバマ米大統領だが、心の中では米国の原爆投下を過ちだと思った
　　　ことだろう。

8 11面からの出題です。5月27日に出されたG7サミット首脳宣言の内容として正しくないものを、
次のア～エから一つ選んでください。
  　
　ア　身代金の支払いはテロ組織の収入源の一つであり、身代金を支払わずに国民の生命を守る
　　　決意を改めて表明し、すべての国にそのように求める。
　イ　英国（イギリス）のＥＵからの離脱は、より大きな国際貿易、国際投資に重要な影響をおよぼす
　　　ことになり、世界経済の成長に向けた更なるリスクである。
　ウ　東シナ海、南シナ海における状況を懸念し、紛争の平和的管理および解決の根本的な重要性
　　　を強調する。
　エ　ＴＰＰは世界経済を成長させる基盤となるものであり、基本的価値を共有する国々が経済
　　　を通して絆を深めていくという戦略的意義を持つものである。
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9 14面からの出題です。次のア～エの出来事を年代の古い順に並べたとき、３番目となるものを選んで
ください。
  
　ア　アメリカ軍がトモダチ作戦を展開する。
　イ　日米安全保障条約が結ばれる。
　ウ　集団的自衛権の行使などをふくむ安全保障関連法が施行される。
　エ　海上自衛隊がペルシャ湾で掃海作業を行う。

3
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34面からの出題です。フランスの選挙制度や教育制度についての説明として正しくないものを、
次のア～エから一つ選んでください。
　　
　ア　日本もフランスも選挙権年齢は18歳である。
　イ　フランスの小中学校の教育年数は、日本よりも１年多い。
　ウ　フランスでの「道徳・公民」の必修化は、若者の投票率の低下を背景に導入された。
　エ　フランスでの「道徳・公民」の必修化が１年早まったのは、2015年のパリ連続銃撃テロの
　　　背景に移民への差別問題があったからである。

10

15面からの出題です。「紛争地域で増す脅威」の記事を読んで次の問いに答えてください。
Ａのできごとの中で核兵器の脅威が最も高まった年は、いつだと考えますか。Ａから一つ選び、
記号で答えてください。また、その理由をＢから一つ選び、記号で答えてください。正解は複数
あります。一つの正しい組み合わせを答えてください。

12

＜答えの書き方＞
例）Ａから選んだ選択肢がエで、Ｂから選んだ理由がアの場合、Ａの解答欄に エ 、Ｂの解答欄にアと
記入してください。

ア　1962年　キューバ危機
イ　1986年　レイキャビクでの米国とソ連の首脳会談
ウ　1995年　ＮＰＴ無期限延長
エ　1998年　インド、パキスタンの核実験

ア　米露英仏中の５か国による核兵器の独占が進んだから。
イ　米ソによる核戦争が起こる一歩手前だったから。
ウ　使用の可能性のある国が核の軍拡競争をエスカレートさせているから。
エ　やっと進みだした米露の核軍縮に水を差したから。

A

B

11 33面からの出題です。「沖縄サンゴ」11万の思い－の記事を読んで、来年2月沖縄に移植される
予定のサンゴの株数を解答欄に記入してください。
＜答えの書き方＞
答えが「110株」だと思った場合、解答欄には　110　と記入してください。
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13 ６面からの出題です。「エレベーター最速競争」の記事を読んで、なぜ、最速競争をする必要がある
のでしょうか。理由を説明する文の（　　　）を記事の中の表現を必ず使って10字以内で補い、
文章を完成してください。
　　
エレベーターの最速を競うのは、（　　　　　）して自社の製品を導入してもらうためである。

14 32面の「列島Weekly47」からの出題です。ある中学校の社会科の時間で、新聞の地域ニュースを題材
にして、各班が調べたりまとめたりした内容を発表することになりました。次の会話文は、1班と
２班が発表の内容について相談しているところです。
会話文中の 　Ｘ　 には都道府県名を、 　Ｙ　 に入る言葉は記事の見出しの中から探して書いて
ください。

〔１班〕
　Ａくん：何を発表しようか？
　Ｂさん：岩手のさんま、秋田のきりたんぽ、食べ物のニュースが多いわね。食べ物のニュースが
　　　　　取り上げられている都道府県をニュースといっしょに白地図に示したものをつくるのは
　　　　　どうかしら？
　Ｃくん：それ、いいね。都道府県は、岩手・秋田・栃木・群馬・千葉・神奈川・石川・大阪・山口・香川・
　　　　　愛媛・長崎・大分・鹿児島か。いっぱいあるな。白地図は大きくつくらなきゃ。
　Ａくん：神奈川は、かまぼこじゃなくて板だろ？
　Ｄさん：私これ知ってる。かまぼこ板アートは、小田原の古いかまぼこ屋さんが始めたそうよ。
　　　　　食べ物関連ということで、いいんじゃない。
　Ｂさん：群馬のカフェも食べ物関連？
　Ｃくん：そうそう。僕の好きな漫画のテーマカフェだけど、食べ物もあるから関連ということで。
　Ｂさん：それなら、 カフェが入るならレストランや食堂も入るから　Ｘ　もいれないといけないわ。

　〔２班〕
　Ｅさん：地域ニュースで取り上げていることを、その他のことも併せて、詳しく紹介する記事を
　　　　　作ろうと思うの。熊本地震の復興支援の話はどうかしら？
　Ｆくん：それは、たいへんすぎるよ。来週月曜に発表なんだから。もっと身近で手ごろなのが
　　　　　いいな。
　Ｇくん：来月は修学旅行だろ。修学旅行つながりで 　Ｙ　の話題なんかどうかな。
　Ｈさん：その話題にしましょうよ。日本に来る観光客が急増していて、京都などの観光地では
　　　　　違法な　Ｙ　が問題になっているとテレビで見たことがあるわ。
　Ｅさん：今のホテルのままでは、2020年の東京オリンピックのときには、東京や大阪の周辺で 
　　　　　1万から2万の客室が不足するという話も紹介しましょうね。
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15 14面からの出題です。「オバマ大統領の声明　全文」に書かれている次のア～エの内容を話された
順に正しく並べかえて解答欄に記入してください。
ただし、答えを記入する際、＜答えの書き方＞のきまりを守って書いてください。
  
　ア　The world war that reached its brutal end in Hiroshima and Nagasaki was fought among
　　　the wealthiest, the most powerful of nations.（広島と長崎に残酷な結果をもたらした世界
　　　大戦は、世界の中で最も裕福で力のある国々の間で争われた。）

　イ　When the choices made by nations, when the choices made by leaders reflect this simple
　　　wisdom, then the lesson of Hiroshima is done.（国家の選択や、指導者の選択が、この単純な
　　　英知を反映した時、広島の教訓が生かされたということだ。）

　ウ　That is a future we can choose. A future in which Hiroshima and Nagasaki are known not
　　　as the dawn of atomic warfare, but as the start of our own moral awakening.（それは我々
　　　が選択できる未来だ。広島と長崎は、核戦争の夜明けとしてではなく、我々の道義的な目覚め
　　　の始まりとして知られなければならない。）

　エ　It is not the fact of war that sets Hiroshima apart. Artifacts tell us that violent conflict appeared
　　　with the very f irst man.（戦争は広島だけに特別なものではない。多くの遺跡は、人類が初期
　　　の頃から、暴力的な紛争を行っていたことを示している。）

＜答えの書き方＞
答えが、イ→ア→ウ→エと思った場合、解答欄には左のマスから順に「イアウエ」と記入してください。
解答欄イメージ　　イ → ア → ウ → エ



お疲れ様でした。問題は以上です。退出時間まで問題を
見直す、新聞を読むなどして時間をご活用ください。

主催：読売新聞東京本社
共催：学研グループ・市進教育グループ
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