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1 大学生の学力低下の原因は入試制度の欠陥だと主張する人は多いようです。 

けつぼう けっかん けつらく けってん 

2 その日本旅行の記念写真を添付のものに差し替えて下さい。 

てんけつ てんふ てんぶ てんぷ 

3 彼は手助けどころかかえって厄介者です。 

やっかい やかい やくっかい やくかい 

4 お客様の怪我が重症の場合、ガイドはどんな処置をとりますか。 

じゅうしょ じゅうしょう じゅうじょう じゅしょう 

5 バスや電車でお年寄りに席を譲らない若者が多いです。 

さがらない まわらない ゆずらない うつらない 

6 地震で北海道のじばんが緩くなりました。 

地版  地番 地盤 地敷 

7 彼はさいしゅう的に東京バス旅行の仕事を終えました。 

再修 再終  修  終 

8 私は日本旅行に行く金のよゆうがありません。 

 余裕 予裕 余有 予有 

9 アユタヤ遺跡観光ツアーのガイドの話を聞いて、もっともだと思いました。 

当然だ いいかげんだ 頑固だ おおげさだ 

10 そんなおぼえはなかったが、誰も信じてくれませんでした。 

自信 資金 記憶  信用 

11 成田空港の騒音は次第に消えていきました。 

かなり すこしずつ ときどき すぐに 

12 交通事情   、旅行は 1 週間延期します。 

に関し につき にとり により 

13 こんな難しい問題は専門家の彼にも答えられる    。   

べきではありません にちがいありません にすぎません わけがありません 

14 私の好きな俳優は今年70歳になります。実際に舞台を見る機会があったんですが、年のわりには    。  

若かったらしいです 若かったそうです 若く見えました 若くしました 
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15 いくら北海道でも 7 月に雪が降るなんて、    。 

ありえません ありえます ありそうです あるらしいです 

16 エジプトの砂漠の真ん中には    なピラミッドがそびえています。 

膨大 巨大 強大 多大 

17 彼は酒を飲みすぎると、人目   、泣き出す癖があります。 

をかまって もかまわず をよけて もよけず 

18 そんなこと、今さら後悔したって    ません。 

いり おわり はじまり すみ 

19 あんなまずいレストラン、二度と     まい。 

行か 行き 行こう 行く 

20 テレビに顔   出なければ、問題はおこらないでしょう。 

さえ かぎり ほど こそ 

21 個人旅行の際に、外食は野菜不足になり    です。 

がち っぽい げ もの 

22 会って話してみない    、お客さんの本当の気持ちはわかりません。 

からには ことには わりには ためには 

23 日光は紅葉の季節になると、日曜祭日    、平日も観光客で一杯になります。 

はもとにして をもとにして はもとより をもとより 

24 観光客は散歩に出かけた   、ホテルの近くのスーパーに寄って買い物をして帰りました。 

ついでに にしたがって うちに とたんに 

25 お客さんが玄関を    いなや、電気を消すなんて失礼なことです。 

出ないか 出るか 出たが 出るや 

26 この通りは外国人が多い   、国際通りと呼ばれています。 

ことに ことを ことから ことので 

27 夏の日照不足    秋の長雨で、今年は米の不作が心配されます。 

に反し に加え に増し にかけ 

28 もうすぐ出発の時間です。出入国手続きを済ませておきましょう。 

しゅっつにゅうこく しゅっにゅうこく しゅつにゅうこく しゅにゅうこく 

29 彼は酒を飲んで、    で帰ってきました。  

蛇行足 千鳥足 勇み足 無駄足 

30 この北海道の名物である白い恋人は賞味期限が    います。 

なくなって 終わって 待って 過ぎて 

31 あの年寄りの観光客は立ち    とたん、腰に激しい痛みが走り、動けなくなってしまいまし

た。 

上がった 上がろう 上がる 上がるか 
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32 泊まっているホテルなら、ここから     の先だから歩いていきましょう。  

目と耳 目と鼻 目と口 鼻と口 

33 京都は四季    いつも観光客でにぎやかです。 

ばかりか  にとどまらず にしろ を問わず 

34 いくら急ぐからといって、こんなに何度も催促の電話をされては     よ。 

すみません わかりません たまりません いられません 

35 できれば、朝食は    とるようにしてください。 

すっかり しっかり ぴったり  はっきり 

36 彼がちゃんと    、私はもう彼と会うつもりはありません。 

あやまらないかぎり あやまらないくせに あやまった反面 あやまってから 

37 この日本鉄道旅行プランに関しては、部長に確認して    お答えできません。 

からして からといって からすると からでないと 

38 マラソン大会のランナーは 4 時間かけて 50 キロを走り    。 

去った かけた ぬいた 通った 

39 もう 7 時です。観光客のみなさん、暗く    早くホテルに戻って来てください。 

なりそうなうちに ならないうちに なるあいだに ならないあいだに 

40 彼は、試験の前の日に勉強する    、友達とカラオケに行って、夜遅くまで歌っていました。 

たびに どころか だけで ながら 

41 あの沖縄ツアーのガイドは夜型なので、夜遅くまで    のは平気です。 

起きた 起きてしまう 起きている 起きない 

42 試験勉強が嫌いだからといって、サボってばかり    。 

でいたくなるでしょう  でいるはずです 

いてはいけません  でかまいません 

43 写真では知っていたが、本物の富士山は      美しい山です。 

見たら見るほど 見れば見るほど 見ても見ると 見ようと見まいと 

44 観光とは「ふだん接する機会の無い風光や名所などを見物すること」。 

けんもの みもの みぶつ けんぶつ 

45 A:入国の目的は何ですか。B:     です。 

歌手 出国 親族訪問  観覧車 

46 毛布を一枚ください。 

もふ もうふ もっぷ もふう 

47 梅雨前線の影響で、大雨が降っています。 

つゆぜんせん ばいうぜんせん うめあめぜんせん  ばいうまえせん 
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48 いらっしゃいませ。    ですか。 

なんにさま なんめさま いくら なんめいさま 

49 このラーメン屋の定休日は火曜日です。 

ていしゅうひ ていきゅうひ ていきゅうび ていきゅうぴ  

50 本日のお荷物を一点       いたしました。 

お持ち お預かり お買い お待ち 

51 鞄を棚の上に置いて    ませんか。 

でき 行き もらえ 取り 

52 入国カードは   書かなければなりませんか。 

必要 必ず パスポート にも 

53 お食事はビーフ  チキン  どちらがよろしいでしょうか。 

や、など か、か と、の も、と 

54 あのう、すみません。お腹が痛いので、トイレが   ますか。 

使用でき 行き  休み 寝 

55 一万元を  して下さい。 

両替 外貨 為替 日本円 

56 ホテルまでバスとタクシーの   がはやいですか。 

 だれ どちら いつ  いくら 

57 こちらの用紙の枠内だけ記入をお願いいたします。 

しつない しゃない けんない  わくない 

58 中国語の   はありませんか。 

ビール ランチ メニュー  デザート 

59 お弁当は温めますか。 

おんめ あたため  むくめ  おとめ 

60 スカイツリーに行きたいのですが、どの駅で降り     いいですか。 

れば る たら なら 

61 券売機で   行き先を押して、次に人数を押してください。 

前は 初は まず 首は 

62 愛知  行くツアーは何種類ありますか。 

に が と を 

63 東京ドームはここをまっすぐ行って、２  の信号を左です。 

個あと 歩まえ 時の つ目 

64 博物館内での写真撮影は大丈夫ですが、   を使用しないでください。 

フラッグ フリップ  フラッシュ ブルック 
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65 もう少し小さい   のはありませんか。  

サイズ サイフ  サイト サイス 

66 試着    ですか。 

してもいい できる してもらい しては 

67 じゃあ、１０個入りのを５箱ください。 

じゅっこ じゅうこ とうこ じっこ 

68 彼はりこうなツアーガイドには見えません。 

利効 利口 利硬 利行 

69 台湾へ    をお願いします。 

ナースコール コレクトコール サービスコール  セレクトコール 

70 警察に  してください。 

通行 通報 警報 速報 

次の文を読んで、適当な答えをそれぞれ一つ選びなさい。   

 私の母は、毎月一会、故郷の水を送ってきます。三年前に故郷の短大を卒業した私は、地元のコン

ピューター関係の会社に入りました。 (71) その会社は東京に本社があり、この春、私は本社に勤め

ることになって、東京へ引越して来たのです。東京でのアパートも見つかり、引越しも全部終わった後

で、一緒に手伝って (72) 母は、私の入れたお茶を口にすると、一言「この水はうまくないのう」と

言いました。その時から毎月故郷の水を送ってくるようになりました。 

 東京の水は、確かに (73) ありません。生ぐさかったり、薬くさかったり、野菜のくさったような

においがしたりして、初めのころは、とても飲む気になれませんでした。それでも半年が過ぎると、何

とか (74) ようにはなりました。でも、遊びに来た会社の友達は、母の送った水で作ったコーヒーや

紅茶がおいしいと言います。東京の人も、本当はおいしい水が飲みたいのでしょう。おいしい水は、私

の心を故郷に連れて行ってしまうようです。友達が帰った後で、久しぶりに (75) 母の声が聞きたく

なって、私は電話に手をのばしました。  

71  (71) その会社は東京に本社があり、この春、私は本社に勤めることになって、東京へ引越して

来たのです。下線の「その会社」とはどういう会社か。「その会社」に関して、一番適当なもの

を一つ選びなさい。 

故郷の水道会社  地元のコンピューター関係の会社 

水を作るコンピューター会社 水を大切にするコンピューター会社 

72 一緒に手伝って (72) 母は、私の入れたお茶を口にする。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。 

やった あげた くれた もらった 



 代號：4502 
頁次：6－6 

73 東京の水は、確かに (73) ありません。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。 

おいしい おいしいので おいしくて おいしく 

74 それでも半年が過ぎると、何とか (74) ようにはなりました。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。 

飲める 飲めて 飲んで 飲んだ 

75 友達が帰った後で、久しぶりに (75) 母の声が聞きたくなって、私は電話に手をのばしました。

「母の声が聞きたくなった」のはなぜか。下線の「母の声が聞きたくなって」に関して、一番適

当なものを一つ選びなさい。 

水がおいしいと言われたのでうれしくなり、誰かに電話したくなったから 

水がおいしいと言った友達の言葉が故郷の母を思い出させたから 

友達のために水を全部使ってしまったので、また送ってほしかったから 

友達もおいしい水が飲みたいというので、友達の分も送ってほしいと思ったから 

次の文を読んで、適当な答えをそれぞれ一つ選びなさい。  

 訪日外国人旅行者は増えているが、彼らが日本国内で使う旅行消費額は伸び悩んでいる。観光庁が

2019 年 1 月 16 日に発表した 2018 年の訪日外国人旅行者数は前年比 8.7％増の 3119 万人になり、初の

3000 万人 (76) を突破したが、旅行消費額は 4 兆 5064 億円に (77) 、節目の 5 兆円に届かなかった

。統計の取り方が 2018 年からわずかに変わったため、観光庁は消費額の前年比較を公表していないが

、2.0％の微増にとどまる計算だ。訪日客 1 人当たりの消費額は 15 万 2594 円で 0.9％減となり、3 年連

続のマイナスとなった。 

 増大する訪日外国人旅行者は人数が注目されがちだが、日本にとっては彼らの旅行消費額が重要なの

は言うまでもない。訪日外国人旅行者が増えている (78) 、消費の総額が伸び悩んでいるのは、1 人

当たりの消費額が減っているからだ。1 人当たりの消費額は中国人訪日客の「 爆買い (79) 」が話題

となった 2015 年 7～9 月のピーク時は 18.7 万円だったが、その後は沈静化して減少が続いている。 

 「観光立国」を (80) 安倍政権は 2020 年に訪日外国人旅行者 4000 万人、旅行消費額 8 兆円を目標

としている。政府は「2020 年 4000 万人の目標も視野に入ってきた」（石井啓一国土交通省）など、人

数については楽観的だが、8 兆円の目標については明確な発言がない。  

76 台  ごろ から 以下 

77 なり とどまり なって なっている 

78 から のに なる 目標 

79 ばくがい ばくかう  ばくかい ぼくかう 

80 目的 目指す 任せる 伴う 
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