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1 横断歩道を渡るときは左右をよく見て渡りましょう。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びな

さい。 

ぼどう ほどう ぼうどう ほうどう 

2 日本では買い物の包装を少なくする活動が進んでいます。下線の言葉に適当な答えをひとつ選び

なさい。 

ぼうぞう ぼうそう ほうぞう ほうそう 

3 お正月に日本の友人を訪ねた。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

たずねた おとずねた はねた かさねた 

4 オリンピックの設備が整うには膨大な費用がかかります。下線の言葉に適当な答えをひとつ選び

なさい。 

ばくだい ちょうだい ぼうだい じんだい 

5 京都の祇園祭は、この地方 独特 のものです。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

どっどく どっとく どくどく どくとく 

6 地震のときは焦らずに、火元と家族の安全を確認してください。下線の言葉に適当な答えをひと

つ選びなさい。 

さとらず こけらず とどまらず あせらず 

7 日本の祭りを見物して、はじめて日本にいることを    しました。下線の言葉に適当な答え

をひとつ選びなさい。 

実感 実験 実行 実績 

8 ボートがひっくりかえって、観光客 3 名がゆくえ不明となりました。下線の言葉に適当な答えを

ひとつ選びなさい。 

行会 行所 行方 行向 

9 日本への入国手続きがめんどうで、長い列に延々と並びました。下線の言葉に意味がもっとも近

い答えをひとつ選びなさい。 

へた 複雑 危険 じみ 

10 お土産を買おうかどうしようか、さんざん迷った    、結局買いませんでした。下線の言葉に

適当な答えをひとつ選びなさい。 

上で あげく ついでに 以上は 

11 昔からの習慣で、女性は相撲の土俵の中に入ってはいけない    。下線の言葉に適当な答え

をひとつ選びなさい。 

わけにはいかない つつある べきである ことになっている 

12 日本へ行ったことがあるというだけでは、日本を知っているという    。下線の言葉に適当

な答えをひとつ選びなさい。 

ことにはならない ことになる にすぎない しかない 

13 お客様、もう朝食を    ましたか。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

おたべ たべれ めしあがり いただき 
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14 東京映画祭はあさってから 10 日間に    開催されます。下線の言葉に適当な答えをひとつ選

びなさい。 

沿って かけて わたって つれて 

15 トランクの中にはお土産などの荷物が    詰まっています。下線の言葉に適当な答えをひと

つ選びなさい。 

がっちり ぎっしり どっぶり きっかり 

16 朝寝坊をした    、飛行機に乗り遅れてしまいました。下線の言葉に適当な答えをひとつ選

びなさい。 

ために あいだに あとに ところに 

17 このツアーは安い    ガイドも親切ですので、いつも観光客でいっぱいです。下線の言葉に

適当な答えをひとつ選びなさい。 

かわりに くせに ついでに わりに 

18 財布を忘れたが、クレジットカードを持っていた    、何とか買い物ができました。下線の言

葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

くせに おかげで せいで ものの 

19 （入国審査の場面）審査官：「いつまで滞在する予定ですか」。下線の言葉に適当な答えをひとつ

選びなさい。 

だいさい だいざい たいさい たいざい 

20 雨の日は電車が遅れ    から、早めにホテルを出たほうがいいです。下線の言葉に適当な答

えをひとつ選びなさい。 

がたい ようだ がちだ っぽい 

21 もし海外旅行に行ける    、ぜひ日本の金閣寺を見たいものです。下線の言葉に適当な答え

をひとつ選びなさい。 

としたら となると とすると としても 

22 （空港チェックインの場面）客：「荷物の中身はパソコンなので取り扱いに注意してください。」

下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

とりしまい とりつかい とりあつかい とりあつがい 

23 日本語がすらすら    ようになりました。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

話して 話せば 話す 話せる 

24 急に熱が出て旅行に行けなくなったので、ホテルの予約を    。下線の言葉に適当な答えを

ひとつ選びなさい。 

とりけした とりだした とりあげた とりかえた 

25 この商品はとても人気があって、すぐ    になってしまいました。下線の言葉に適当な答え

をひとつ選びなさい。 

売り込み 売り上げ 売れ残り 売り切り 

26 このホテルは、遠来の客の接待に心を    ので、評判が高いです。下線の言葉に適当な答えを

ひとつ選びなさい。 

刻んだ 砕いた 削った 磨いた 

27 インターネットを    、世界中の人々と友達になります。下線の言葉に適当な答えをひとつ

選びなさい。 

こめて 通じて 中心とした 中心に 

28 「どうして携帯電話を持たないの。」「    。」下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

いらないんだもの  いらないこともないんだ 

いるんだもの もたずにいられないんだ 
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29 お客様のご予算    、お食事が楽しめる旅行プランを立てることができますよ。下線の言葉

に適当な答えをひとつ選びなさい。 

に比べて に応じて に際して に対して 

30 （チェックインの場面） 係員：「外出の際は、鍵を    にお預け下さい。」下線の言葉に適

当な答えをひとつ選びなさい。 

ブロント プロント フロント フロンド 

31 「顔色が悪いですね。」「    忙しくて、休むひまがないんです。」下線の言葉に適当な答え

をひとつ選びなさい。 

なんでも ことを なにしろ なにとぞ 

32 飛行機へのごとうじょうは、一時間前までにお願いいたします。下線の言葉に適当な答えをひと

つ選びなさい。 

到乗 同乗 塔乗 搭乗 

33 このスープ、    うちに召し上がってください。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びな

さい。 

冷める 冷めない 冷め 冷めて 

34 プライベートなことまで    しないでください。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びな

さい。 

干渉 交渉 会談 会見 

35 （入国審査の場面）審査官：「渡航の目的はなんですか。」下線の言葉に適当な答えをひとつ選び

なさい。 

とこう とごう どこう どごう 

36 手相占いは女子高生に人気があるようだ。 

てそううらない てしょううらない てそうならない てしょうざらない 

37 ジャケットはだいぶ傷んできたので、もう着られない。 

きずんで けがんで いたんで ころんで 

38 ゴミを勝手に捨てると重い罪になる。 

かつて かって かちて からて 

39 イスラエルのホテルで荷造りをしている。 

かつくり にづくり につくり かぞうり 

40 この料理は皆さんに喜んでもらおうと、心を    作りました。 

あげて 喜んで 与えて こめて 

41 「この電車は、B駅で急行の待ち合わせをいたします。」とは、どういう意味ですか。 

急行は B 駅に停車します。 

この電車は B駅で急行が来るのを待って、急行と一緒に発車します。 

この電車は急行より先に発車します。 

急行はこの電車を追い越します。 

42 （駅員）ただいま銀座線は、車両故障により、    輸送を実施しておりますので、お近くの係

員までお申し付けください。 

乗り換え 振り替え すり替え 取り替え 

43 店員：弁当を温めますか。客：結構です。 

客は店員に弁当を温めてほしいです。 客は店員に弁当を温めてほしくないです。 

店員は弁当を温めました。 店員は弁当を冷ましました。 

44 離陸前に、    にある安全のしおりを早い機会にご覧ください。 

シートポケット フロントポケット 安全ポケット 背部ポケット 

45 搭乗後は速やかに手荷物を収納し、    およびシートベルト着用をお願いします。 

座席 着席 優先席 安全ベスト 
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46 航行中、突然の揺れに    、常にシートベルトをお締めください。 

ひきかえて 従えて 備えて 控えて 

47 シートベルト着用サインが消えるまで着席の    お待ちください。 

とき まま ように まえで 

48 お荷物を預けたときに引き換えで受け取られた    で、ご自分の手荷物であることを確認し、

お荷物をお受け取りください。 

手荷物引換券 レシート 航空券 領収証 

49     及び自動化ゲートを利用した場合には、パスポートにスタンプされません。 

顔認証ゲート フリーパス 搭乗ゲート 非常口 

50 下痢や発熱など、体調に異常のある方は、検疫官または健康相談室まで    ください。 

お求め お申し出 お探し ご用心 

51 本日より、2 名様、二泊でご予約を賜っております。下線部分の振り仮名を選んでください。 

たまわ いただ くださ うかが 

52 日本の旅館における宿泊料金は普通、1泊 2食付き、一人    の料金で示されている。 

まで かわり あたり ぼっち 

53 旅館の部屋に用意されている浴衣は、入浴後に着て、そのまま    としても使う。 

したぎ ねまき はれぎ ぬれぎぬ 

54 ご到着    恐れ入りますが、こちらに、お名前、ご住所、お電話番号をご登録お願いいたしま

す。下線の部分に最も適当な言葉を入れよう。 

そうそう しょうしょう いそいそ のろのろ 

55 お客様、粉チーズをお使いに    ますか。 

いたし なり なさい いただき 

56 ただいま店内が混んでおりますので、すこし席を    いただけますか。 

おいて つめて 縮めて 広くして 

57 帝国ホテルの「お子様プレート」は、年齢    注文可能で、密かに人気が高い品です。 

制限あり 問わず 不詳 差別 

58 イメージケーキとは展覧会のイメージに    考えたもので、カフェ始まって以来の人気メニ

ューです。 

変わって 合わせて 持たせて 叶わせて 

59 地域の人のために    も容認される学食である。 

学外限定 一般利用 個人利用 社会利用 

60 （歌舞伎鑑賞中）今日の    は何がありますか。 

さしもの だしもの いれもの ひきでもの 

61 カラオケの終了時には    とマイクを受付までお持ちください。 

伝票 レシート 領収書 パンフレット 

62 賽銭箱にお賽銭を入れて、手を合わせて拝む。 

おがむ せがむ やむ にらむ 

63 茶道のお菓子には、水分の少ない「干菓子」と水分の多い「生菓子」がある。 

なまかし なまがし せいかし せいがし 

64 温泉や銭湯では、大勢の人が同じ湯に入るので、湯船は清潔にするように気をつけよう。 

ゆふね ゆぶね ゆうせん ゆせん 

65 絵馬に願い事を書いて吊り下げます。 

かいま えば えま えうま 

66 展示品にはお手を    、フラッシュ撮影、録音はご遠慮ください。 

ふれず かさず まわらず ぬかず 



代號：4502
頁次：6－5

67 昨日食べすぎて、食べたものがまだ胃に残っていて、ちょっと    しているよ。 

ガンガン むかむか きりきり ぞくぞく 

68 担当者が休みだったので、観光客の問い合わせに自分ではよくわからないとしか    。 下線

の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

答えるだけましだ  答えるだけだった 

答えようがなかった  答えるところではなかった 

69 救急車の    が聞こえたら、案内に出てもらえますか。 

サイン 合図 サイレン 合言葉 

70 連れと    しまいました。呼び出しをお願いできませんか。 

待ち合わせて はぐれて ぶつかって 離して 

読解問題 II 次の文を読んで、適当な答えをそれぞれ一つ選びなさい。 

 東京だけでなく、いくつかの都市では、ある  (71)  地域の中を走るバスは、どこでのってもど

こで降りても運賃が同じである。  (72)  こういう方法をふつう「均一運賃制」というそうだが、

この方法の場合は、ほとんど困ることはない。停留所の案内に均一××円などと書いてあるから、乗

る前にその金額の小銭を準備して  (73)  いいのである。千円  (74)  さつしかない場合で

も、「均一運賃制」のバスは、千円さつを入れるとおつりが出てくる料金箱を持っていることが多

いから  (75)  心配する必要はない。なお、「均一運賃制」の場合は、ほとんどの場合、乗る時に

運賃を払う「先払い制」である。 

 困るのは運賃が均一ではなく、長い距離を乗ると、運賃も高くなるという場合である。運賃の金額が

一つではないから、これは「複数運賃制」と言ってもいいかもしれない。この場合は、「先払い制」と

バスを降りる時に払う「後払い制」の両方がある。停留所に切符を売る人がいて、自分が行きたい場所

までの切符をそこで買ってから、バスに乗るという場合や、停留所に運賃表が書いてある場合は、電車

の乗り方と似ていて特に不便ということはないのだが、そうでない場合はとても不便である。 

 まず、「後払い制」の場合は、乗る時に番号が印刷されている整理券というものをとる。バスの運転

席のななめ上あたりについている運賃表の中にそれと同じ番号を探す。その番号の下を見ると、運賃の

金額が表示されているから、乗客は、降りる時に整理券と一緒に運賃の金額を料金箱の中に入れる。 

 次は、「複数運賃制」の場合の「先払い制」である。乗客はバスに乗るとすぐに自分の降りる停留所

がどこか運転手に言って、料金箱にそこまでの運賃を入れなければならない。運賃が均一でないから、

降りるところを運転手にはっきり言うことが大事である。路線バスは、公共の交通機関である。公共の交通

機関にとって一番大事なことは、誰でも簡単に利用できるということだ。 

71 東京だけでなく、いくつかの都市では、ある  (71)  地域の中を走るバスは、どこでのっても

どこで降りても運賃が同じである。下線に入れる言葉として、一番適当なものを一つ選びなさい。 

決めよう 決まる 決まった 決められる 

72   (72)  こういう方法をふつう「均一運賃制」というそうだが、この方法の場合は、ほとんど

困ることはない。下線の「こういう方法」に関して、一番適当なものを一つ選びなさい。 

「複数運賃制」で「後払い制」の場合 「複数運賃制」で「先払い制」の場合 

「均一運賃制」で「後払い制」の場合 「均一運賃制」で「先払い制」の場合 

73 停留所の案内に均一××円などと書いてあるから、乗る前にその金額の小銭を準備して 

  (73)  いいのである。下線に入れる言葉として、一番適当なものを一つ選びなさい。 

おけば おく おこう おかせて 

74 千円  (74)  さつしかない場合でも、「均一運賃制」のバスは、千円さつを入れるとおつりが

出てくる。下線の言葉に一番適当なものを一つ選びなさい。 

礼 札 券 巻 

75 「均一運賃制」のバスは、千円さつを入れるとおつりが出てくる料金箱を持っていることが多い

から  (75)  心配する必要はない。下線の言葉に一番適当なものを一つ選びなさい。 

しんぱい しんはい しんばい じんはい 
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次の文を読んで、適当な答えをそれぞれ一つ選びなさい。 

 日本人は、旅に出ると  （76）  自分以外の人に土産を買って帰ります。家族に、友人に、恋

人に、会社の同僚に……。海外では、日本人が  （77）  と土産物を買い込んで、重くなったス

ーツケースを転がして帰ってくるといった場面がよく見られます。 

 西洋では、旅に出たからといって会社の同僚にまで土産物を買って帰るという習慣はあまりないと

言います。 

 日本での英会話講師になるために研修を受ける外国人が、「日本ではお土産を忘れないように」と

指導されているという話も聞きます。 

 日本には、旅先で他人に贈る品を買う独特の習慣が発達し、それを表す言葉が「土産」というわけ

です。 

 時代を  （78）  みると、江戸時代の経済発展を背景にした特産品の発達が大きな契機となっ

ているようです。 

 各藩が奨励して作られた、各地方ならではの食材・工芸品などが特産品として発達し、江戸後期に

旅ブームが起こると旅人たちがこぞってその特産品を手に入れて帰るようになりました。 

 明治以降、鉄道が発達して旅にかかる時間が短くなると、食べ物も土産として買い求められるよう

になり、やがて  （79）  饅頭や煎餅など土産物としてオリジナルに開発された商品も出回るよ

うになりました。 

 また、日本独特の「村社会意識」も土産物文化を特徴づけていると言われています。村・藩、ある

いは会社など組織への帰属意識が強く、  （80）  を重要視するため、味が平均的で誰も口にも

合い、大きさも形もそろった「○○饅頭」のような土産商品が売れるというわけです。 

 暮らしの中の小さな事柄であっても、長い歴史の中で日本独特の習慣が育ってくると、他国の言葉

では言い表しにくい文化となるのですね。（『トラッドジャパンのこころ』より引用、NHK出版2010） 

76 日本人は、旅に出ると  （76）  自分以外の人に土産を買って帰ります。 

必ずしも まれに 

必ずと言ってよいほど くれぐれも 

77 海外では、日本人が  （77）  と土産物を買い込んで、重くなったスーツケースを転がして帰

ってくるといった場面がよく見られます。 

どっさり くっきり もじもじ きっちり 

78 時代を  （78）  みると、江戸時代の経済発展を背景にした特産品の発達が大きな契機となっ

ているようです。 

つきすすんで さかのぼって かぞえて あがって 

79 やがて  （79）  饅頭や煎餅など土産物としてオリジナルに開発された商品も出回るように

なりました。下線の部分の読み方を選びなさい。 

まんとうやせんべい  まんじゅうやせんぺい 

まんとうやせんぺい  まんじゅうやせんべい 

80 村・藩、あるいは会社など組織への帰属意識が強く、  （80）  を重要視するため、味が平均

的で誰も口にも合い、大きさも形もそろった「○○饅頭」のような土産商品が売れるというわけで

す。（下線の部分にふさわしい言葉を選びなさい） 

上下関係 平等 格差 品質管理 
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