
110 年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題

等 別：普通考試
類 科：外語導遊人員（日語）
科 目：外國語（日語）

考試時間： 1 小時 20 分 座號：

※注意：本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
禁止使用電子計算器。
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1 台湾は亜熱帯にある国として、パイナップルを    、いろいろな果物を世界に輸出してい

ます。 

はじめて はじまって 使って 通して 

2 もし、何かご不明な点がございましたら、いつでも遠慮なくお尋ねください。 

遠慮しないで探してください 遠慮しないで聞いてください 

遠慮して聞かないでください 遠慮しないで聞かせてください 

3 できたての暖かいうちに召し上がっていただきたいので、できあがった台湾料理は冷めないうち

に日本からのお客様にお出しします。 

ひめない こめない さめない ひやめない 

4 心を    おいしい地元の特色料理を外国人のお客様に出すために、それだけでは足りないん

ですよ。 

入れた 集めた 込んだ 込めた 

5     休みをとって、年に一回の海外旅行に来たんだから、仕事のことを考えるのはやめよう。 

せっかく まず もうすぐ そもそも 

6 A:じゃ、特産品のパイナップルケーキの支払いは、クレジットカードでお願いしてもいいですか。 

B:はい、おあずかりします。こちらにサインをお願いします。 

預かり 留かり 収かり 頂かり 

7 ただ三日間の短い旅行期間ですから、紛失したものが    可能性が残念ながら大変低いと

思う。 

帰ってきた 返してくる 戻してきた 戻ってくる 

8 「ホスビタリティ精神」とは、お客様に関心を持って、お世話をしたり、居心地がいいように気を

使ったり、心配したりするという気持ちだといえます。 

いこち いごこち いここち いこころち 

9 ルームサービスとは、食べ物や飲み物などをへやまで運んで    。そして、朝食をへやに運ん

でもらうこともできますよ。 

くれます あげます 

いただきます ちょうだい致します 

10 台湾の料理でよく使っている調味料や香辛料などが知らないので、一回目の調理のときには材料

を少な目に入れて、    を見ることです。 

調子 様態 様子 状況 

11 海外旅行する時はよく眠れない人が多いかもしれません。不眠の原因がさまざまです。不眠症の

人には、鎮静作用が強く、疲れた体を    やさしい香りや、樹木の香りがいいでしょう。 

励ましてくれる 休ませてあげる 直してもらう 回復してあげる 

12 大変申し訳ございません。担当の高橋課長はただいま席を    おります。ご伝言はございま

すか。 

外して 離れて 降りて 立って 
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13 台湾にはおいしい特産品がたくさんあるので、日本に持って帰れないのが残念です。わたしは日

本から遊びに来てくれた友達には、たくさん    ことにしています。 

ごちそうになる ごちそうする 

ごちそうしてくれる  ごちそうしてもらう 

14 一般的にいえば、日本以外の多くの国では、お礼のことばは一回きりで    場合が多いよう

です。 

済む 済ます 止める 収める 

15 値段の交渉も買い物の楽しいところではないでしょうか。台湾では夜店はもちろん、いろいろな

お店で    ことができますよ。 

売ってもらう 負けてもらう 下がってもらう 送ってもらう 

16 当店の自慢は、何といっても家庭では手に入らないような新鮮で珍しい材料を扱っていること

です。 

あわかって あずかって あつかって とりかって 

17 台北市の中心から車で一時間以内の近い郊外に大きいゴルフ場がいくつもあります。日本より料

金がずっと安くて、非常に魅力的な条件が    よ。 

ついてあります つけています そろっています もっています 

18 賞味期限が過ぎると、急速に品質が劣化    。食べてしまった場合、お腹をこわしたり、食中

毒    危険性もあります。十分注意しながら早い時期に食べてください。 

を始めます／が起きる が始まります／を起こす 

が始めます／を生じる が始まります／を引く 

19 桃園国際空港の税関で免税範囲を再確認する必要があります。お酒は日本への持ち込みが認めら

れるのは三本までで、残りの五本には関税    。 

がついてしまいます  をつけています 

をかけています がかかってしまいます 

20 今晩泊まる予定になる阿里山の民宿は狭いですから、大きな荷物を置いておく場所が    あ

りません。 

とても どうしても なかなか いくつも 

21 近年地球の気温が高まり、いたるところで自然や生活環境に悪影響が生じている。この問題を解

決するために、全世界の国々が    。 

真剣に取り組むかもしれない 真面目に取り合せている 

真剣に取り組みをはじめている 真面目に取り合わせなければならない 

22 日本 NHK の気象情報によれば、台風 12 号は    あさって未明には上陸するものと思われる。 

だいたい おそらく もしかして そろそろ 

23 台北郊外にある“淡水”という港町は、見所がいっぱいで、夜も昼も楽しめる観光スポットです。

川沿いにおしゃれなカフェも多く、散策しても、一休みしても楽しいので、一日    じっくり

回るのもいいかもしれません。 

を通して をかけて を使って をかかって 

24 今晩へやを予約したお客さんが来るまえに、ビールを買って冷蔵庫で    ください。 

冷やしておいて 冷えておいて 冷たくておいて 冷え込んでおいて 

25 今回高雄観光ツアーのガイドさんは自分のことは棚に上げて、人のことばかり文句を言ってい

ます。 

気にしているということ 気を使っていないということ 

大切にしているということ 無視しているということ 

26 値段がちょっと高いけど、このような独特な料理だったら、    よね。景色もきれいだし、店

員のサービスもよかったし。 

期待できる 理解できる 納得できる 買得できる 
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27 田中社長さんは新幹線の中で観光客が携帯電話で大きな声で話すことについて腹が立っているん

ですよ。 

叱っているん 困っているん 怒っているん 悩んでいるん 

28 木村さんは    ような苦労をして、先月やっと台湾の陽明山にある庭園別荘のロンを返済し

ました。 

涙が出る 汗が出る 血が出る 血を出る 

29 おじいちゃんはけさ昔の友達とおしゃべりをしていたら、北投温泉への出発時間の約束を 

    忘れてしまいました。 

こっそり まったく さっぱり すっかり 

30 これらの統計数字を見ると、長い日本列島を南から北へ、北から南へ、季節がゆっくり    様

子がわかります。 

変えている 変えていく 移っている 移っていく 

31 墾丁海域では、毎年この季節になると、海や川での事故が多くなります。お子様連れのお父さん、

お母さんはお子様から    十分注意してください。 

目を付けないように  目を離さないように 

目と通さないように  目を避けないように 

32 この夏、熱中症で倒れる人が多いです。よく水を飲むようにしたり、疲れたら、直接    とこ

ろで休んだりするだけでも予防できるんですよ。 

日が見えない 日が出ない 日が当たらない 日を当てない 

33 鈴木様宛に日本の札幌からのお荷物が届いておりますので、早めにお受け取りにお越しください。 

帰ってください 行ってください 渡してください 来てください 

34 ご来場、まことにありがとうございました。ご入場の方は南側の入り口で入場券をお求めくだ

さい。 

出してください 見せてください もらってください 買ってください 

35 みなさん、あしたの午前中風が非常に強くなると予想されておりまして、先ほど船が出せないと

連絡がありました。大変申し訳ございませんが、代わりに歴史博物館を    。 

ご用意致します ご応援致します ご返事致します ご追加致します 

36 皆が並ぶ（    ）、このレストランの料理は本当に美味しい。 

わけで かぎりに だけあって としても 

37 けさ何度か木村社長さんのお宅にお伺いしたのですが、あいにくお留守でした。 

うちにいました うちにいませんでした 

うちに当番でした  うちに残りました 

38 淡水見物をしたいんですが、淡水を一日で回る    どうすればいいですか。 

を にも には が 

39 疲労回復    台湾式足つぼマッサージがお勧めです。 

から ので では とは 

40 台南に    、ぜひグルメを堪能したり、台湾文化を体験したりしてください。 

いる一方で いるおかげで いるうちに いるながら 

41 彼女はやっとガイド試験に合格できた。苦労して頑張った    、喜びもまた人一杯大きか

った。 

だけに あげく のに すえに 

42 私たちが乗った MRT が動物園に到着した    、雨が降ってきた。 

ただちに とたん しばらく すぐ 

43 飲み物    、有名なタピオカミルクティーは飲まないといけません。 

とすると とはいえ といえども といえば 
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44 九份は昔    町並みを保っている。 

と一緒に と同じな のままに ながらの 

45 旅行に行く    行かない    早く決めた方がいいと思うよ。 

にしろ、にしろ なら、なら たり、たり にしよ、にしよ 

46 残念ですが、時間がかかりそうなので、喫茶店には    ことにしましょう。 

寄ろう 寄らされる 寄らない 寄れない 

47 故宮博物館は、古い中国の宝物めぐりが存分に見学できますので、外国人観光客は    たが

っているでしょう。 

行か 行き 行っ 行く 

48 10 年前、この辺りはほとんど田んぼだった    。 

そうです からです のようでした そうかもしれません 

49 彼は元気    観光ツアーを楽しんできたのに、急に熱が出た。 

らしい らしく そうに ように 

50 帰国    バイト先に行って挨拶をしてください。 

によって を通して に関して に際して 

51 暖房中は窓をしめ    こと。 

ておく てある ている てくれ 

52 台湾では、このような申告書類は印鑑がなくてもさしつかえありません。どうぞ、ご安心ください。 

なくてもかまいません なければいけません 

ないと問題になりません あれば困りません 

53 A:この携帯電話の説明書、わたしはわかりにくくて。ちょっと教えてもらえませんか。 

B:そうですか。教えてあげたいですが、いま    。 

手を焼いているのよ  手が抜いているのよ 

手が離せないのよ  腕を磨いているのよ 

54 台湾人だからって、正確な台湾語を話せるとは    。 

限った 限らない 限ります 限り 

55 道に迷った日本人の観光客に「士林夜市ヘ行きたいんですが」と言われたら、あなたは教えて 

    ますか。 

ください あげ もらい くれ 

56 法律    未成年者の運転は、禁じられています。 

にとって にとして によって について 

57 親友に    帽子を落としてしまい、もう気が気でない。 

あげた もらった 承った 賜った 

58 こんなに仕事が忙しくては、国内旅行    できない。 

せずには したら せんと しようにも 

59 A:「今度の土曜日は、何をしますか」 

B:「そうですね。友達と皇居でお花見をしようと    。」 

します 思っています 考えます つもりです 

60 先生なら、今朝 5 時の飛行機に乗ったから、もう着いている    だ。 

わけ べき はず もの 
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61 新しい機能つきの便利なスマホも、電池がきれてしまえば    。 

それだけだ それほどだ それまでだ それきりだ 

62 台湾の「烏龍麵」は日本で言えば「うどん」    もんだね。 

ような ようの みたいな みたい 

63 地元の人にも難しい山登り路線、外国人観光客にとってはいう    。 

かぎりではない にこしたことはない 

ことはない までもない 

64 こんなレストランなんか二度と    。 

来るもんですか 来るはずなんです 

来たことがあるんですか 来たいんですか 

65 王さんは日本に 20 年も住んでいたのだから、日本語が上手な    。 

きらいがある わけにもいかない はずがない わけだ 

66 気分が    ですね。ちょっと休憩した方がいいですよ。 

悪そう 悪よう 悪みたい 悪らしい 

67 大稻埕にはレトロな駄菓子店やカフェなどがあり、まるで時が止まった    錯覚におちいる。 

かのような とのような かいう という 

68 台中に    すぐ帰りのチケットを買ってください。 

つく場合 ついたら つくと つくとき 

69 私はコーヒーにミルクと砂糖を入れ    飲む。 

なくて ないて ないで なく 

70 夕べ夜店でおいしいとは    パイナップルジュースを飲んだ。 

言いがたい 言わがたい 言いかたい 言わかたい 

以下の文を読んで、適当な答えをそれぞれ一つ選んでください。 

「旅について」 

テレビの人気番組の一つに世界のいろいろなところから、その土地の自然や、人間、生活習慣な

どを紹介するものがあります。私たちはうちにいながらにして、世界を旅行した  （71）になる

ことができます。そのようなテレビ番組がよく見られるのは、毎日同じことが繰り返される日常生

活の中で、  （72－A）テレビででも知らないもの  （72－B）出会いたいという願いからでし

ょうか。 

テレビで見たいものを何でも   （73）のだから、実際に旅に出る人が少なくなってしまうかとい

うと、そうではなく、それどころか最近旅行者は増える一方なのです。テレビの旅には実際の旅で体験

できる素晴らしい出会いも別れもありません。顔   （74－A）風の気持ちよさ、人の心の暖かさ、ま

た一人でいることの寂しさ、怖さ、そういうものは画面   （74－B）体験することはできません。自

分で出掛けていくのでなければ、それは決して旅とはいえません。人は本当の出会いを求めて、旅に出

るのです。 

71 私たちはうちにいながらにして、世界を旅行した    になることができます。 

気分 雰囲気 都合 調子 

72 そのようなテレビ番組がよく見られるのは、毎日同じことが繰り返される日常生活の中で、    テ

レビででも知らないもの    出会いたいという願いからでしょうか。 

せめて／に すくなくとも／を あいかわらず／に それにしても／と 

73 テレビで見たいものを何でも    のだから、………… 

見てもらう 見せてくれる 見せてあげる 見せていただく 
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74 顔    風の気持ちよさ、人の心の暖かさ、また一人でいることの寂しさ、怖さ、そういうもの

は画面    体験することはできません。 

に吹く／を使って  に当たる／を通して 

を当てる／に接して  を迎える／に向けて 

75 この文章に書かれている内容によれば、最近実際に旅に出る人がどうなっているでしょうか。 

旅に出る人が何となく少なくなってしまう 旅に出る人があいかわらず増え続いている 

旅に出る人がだんだん消えてしまう 旅に出る人が少しずつ減っていく 

以下の文を読んで、適当な答えをそれぞれ一つ選んでください。 

和歌山県白浜町の動物公園、アドベンチャーワールドはこれまでに 16 頭のジャイアントパンダを誕

生させ、世界トップクラスの繁殖実績を   (76）。これまでに 9 頭の子どもを生んできたメスの良

浜は 20 歳で、人間で例えると 60歳になります。今回もパートナーの永明との交配に成功し、赤ちゃん

の誕生が期待されていました。 

そんな中、新型コロナウイルスの影響がパンダの出産   （77）。日本と中国との渡航が制限され、

これまで中国・成都にあるパンダの繁殖研究施設から駆けつけていた研究員が来日できなくなりました。

パンダの赤ちゃんは体長 15 センチほどの小さな体で生まれるため、飼育下でも死亡率が高く、特に生

まれてから 1 週間は「魔の 1週間」と呼ばれています。そのため、生まれた赤ちゃんを一度、母親から

取り上げて健康状態を見る必要がありますが産後の母親は気が立っていること（78）があるため、危険

を伴う取り上げは経験豊富な中国人研究員が行ってきました。 

「中国人研究員を頼りにしてきた部分がすごくあるので不安だらけです」。頼りになる中国人研究員

がいない中、今回は初めて日本人スタッフだけで出産と子育てに臨むことになりました。これまで中国

人研究員   （79）取り上げの作業を自分たちでもできるようにと実物の大きさに近いぬいぐるみを

使って本番をイメージしながら練習をします。母親に皿に塗った好物のハチミツを与えて、気をそらし

た隙に（80）赤ちゃんを取り上げる作戦です。失敗ができないため、スタッフたちは入念に手順を確認

していました。 

「良浜が破水した」という連絡を受け、私たちはパンダ舎に駆けつけました。しかし、なかなか生ま

れず一時はどうなることかと思いましたが、赤ちゃんが無事生まれたとの一報を受け、胸をなで下ろし

ました。 

（NHK ニュース WEB 特集「コロナ禍 パンダの赤ちゃん誕生物語」節録 2021 年 1月 4 日 17 時 07 分） 

76 これまでに 16 頭のジャイアントパンダを誕生させ、世界トップクラスの繁殖実績を    。 

誇っています 生じています 起っています 取り上げています 

77 そんな中、新型コロナウイルスの影響がパンダの出産    。 

でも伸ばしました にも及びました にも伸びました でも及ぼしました 

78 「産後の母親は気が立っていることがあるため、危険を伴う取り上げは経験豊富な中国人研究員

が行ってきました。」この中で「気が立っている」と一番近い表現がどれでしょうか。 

気が短くなっているという 息苦しくなっているという 

機嫌が悪くなっているという 体の具合がよくないという  

79 これまで中国人研究員    取り上げの作業を自分たちでもできるようにと実物の大きさに近

いぬいぐるみを使って本番をイメージしながら練習をします。 

に願っていた を頼んでいた を任せていた に任せていた  

80 「母親に皿に塗った好物のハチミツを与えて、気をそらした隙に赤ちゃんを取り上げる作戦で

す。」この文で、「気をそらした隙に」というのは、何をさしていますか。 

気を付けていないところ 気を失ってしまったとき 

集中力が分散したところ 目線が移ったとき 
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答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

第1題

A

第2題 第3題 第4題 第5題 第6題 第7題 第8題 第9題 第10題

第11題 第12題 第14題 第15題 第16題 第17題 第18題 第19題 第20題

第21題 第22題 第23題 第24題 第25題 第26題 第27題 第28題 第29題 第30題

第31題 第32題 第33題 第34題 第35題 第36題 第37題 第38題 第39題 第40題

第13題

第41題 第42題 第43題 第44題 第45題 第46題 第47題 第48題 第49題 第50題

第51題 第52題 第53題 第54題 第55題 第56題 第57題 第58題 第59題 第60題

第61題 第62題 第63題 第64題 第65題 第66題 第67題 第68題 第69題 第70題

第71題 第72題 第73題 第74題 第75題 第76題 第77題 第78題 第79題 第80題

第81題 第82題 第83題 第84題 第85題 第86題 第87題 第88題 第89題 第90題

第91題 第92題 第93題 第94題 第95題 第96題 第97題 第98題 第99題 第100題

B C D A A D B A C

A B A B C C B D C

C B B A D C C C D D

B C D A C B C C C

A B D D A C B A C D

A A C B B C B D B C

C C D A D A A B C A

A A B B B A B C D C

A

D

複選題數： 複選每題配分：

標準答案：

備　　註：


