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1 あと 10 分ほどで台北駅に到着します。お忘れ物をなさいませんように    準備をお願いいたし

ます。 

そろそろ いよいよ ぼつぼつ ようやく 

2 次の目的地までは約 2時間 30 分かかりますので、お手洗いをおすませのうえバスに 

    ください。 

お帰り 戻れるように 帰るように お戻り 

3 レストランに到着しましたら、食事をする場所    私がご案内いたしますので、バスを降りま

したらご一緒に移動をお願いいたします。 

を から まで より 

4      ◯◯インターより高速道路に入りまして、第一回目の休憩は約 1 時間後の◯◯サービスエ

リアです。 

それまで これより これまで それより 

5 また皆さまにお越しいただくことを    お待ちしております。 

心では 心より 心には 心にして 

6 乗車券不要な子どもを連れた人は、子どもの安全のために、子どもからお先に改札口を 

     ください。 

とおさせて とおらせて くぐって くぐらせて 

7 台湾でホテルに宿泊する時は、営業税 5％が含まれているほか、サービス料 10％が別途加算され

ます。 

べっづう べとう べずう べっと 

8 阿里山の「小笠原山観景台」は    を見るには一番の場所です。 

ご日の出 お日の出 ご来光 お来光 

9 澎湖南方四島国家公園の面積は 3.5 万ヘクタール、海域が 99％を占め、玄武岩柱状節理の島があ

り、サンゴ礁の生態も    富んでいる。 

バラエティーに 雑多に 多元的に パノラマに 

10 コロナ禍の中、台湾の生活は比較的安定している。それでも多くの人の考え方が    現在、仕

事と生活のバランスが重要視されてきた。 

変えてしまった 変わってしまった 変えつつある 変わりつつある 

11 この店のタピオカミルクティーは有名で、日本人の客が台湾に来る    連れて行ってと頼まれ

ます。 

ことごとに たびに たびたび ことごとく 

12 台北モノレールの一回乗車券はコインのようなものです。    そのコインをなくさないように

してください。 

くれぐれも どうしても つねづね なかなか 
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13 集合時間を 30 分ずらしましたので、    ように覚えてください。 

お間違わない お違わない お間違えのない お違えない 

14 台湾では、あまり家で朝ご飯を食べないから、朝ごはん屋さんが    です。      

旺盛 盛りだくさん 豊 盛ん 

15 台湾には総統府みたいに、日本統治時代に建てられた建物がまだたくさん残されています。そのよ

うな古い建物の中でコーヒーを一杯飲んで情緒を楽しむのは    。 

ご存知ですか いかがですか 

いかがわしいですか  いただけませんか 

16 台湾式しゃぶしゃぶはとても人気のある料理で、夏でも冷房を    かけて食べる。 

がんがん きんきん ぴんぴん だんだん 

17 1629 年の秋、スペイン人は中国や日本に    の貿易や布教の拠点となるよう、淡水でサント・

ドミンゴ城や教会を建造しました。 

向き 向けて 向こう 向かう 

18 台中の中央書局はかつて台湾の文芸思想の中心地であり、百年に    、各時代の読書人がここ

で人生の大切な時間を過ごしてきたのである。 

かけて かかって わたり わたし 

19 住居と商業施設が入り混じる台湾の街では、路地裏にも数々の店がある。 

ろちり ろじり ろちうら ろじうら 

20 台湾でも冬は雪が降る可能性があるため、高い山へ行くときは、必ず防寒着を    ください。 

ご用心 ご用意 ご用事 ご用命 

21 台湾では、暖房設備がないところが多いので、何枚かの防寒着を    するのをお勧めする。 

厚み着 玉葱着 重ね重ね 重ね着 

22 パイナップルケーキとお茶は、台湾旅行の    の二大定番お土産です。 

昔馴染み 昔ながら 昔ふう 昔々 

23 眷村を改築した民宿に泊まるのは、日本人に    戦後台湾史を味わう方法の一つでもある。 

かかわる してみれば たいして おいて 

24 「お客様は神様」という考え方は台湾では普遍的ではないので、日本人にとってサービスが 

    と感じることも時々ある。 

行き辿らない 行き止まない 行き届かない 行き止まらない 

25 「悲情城市」という映画の大画面に山と海の美しさ、レトロな建築、独特の傾斜した風景が映り、

九份は一気に観光客を魅了する山岳都市となりました。 

めいりょう みりょ めりょう みりょう 

26 台湾ではタクシーの扉の開閉は乗客自身がするものなので、    ください。 

お気にして お気になさって お気付け お気をつけ 

27 台湾の B級グルメを堪能したかったら、ぜひ一度夜市へ行っていろいろな「小吃」を 

    みてください。 

召し上げ 召し上がれ 召し上がって 召し上げられて 

28 へちまは「絲瓜」といい、台湾ではよく使われる食材の一つである。日本人にとって食べられるだ

けでも十分びっくりしたが、    ものすごくおいしい点についても驚きだ。 

さらに ゆえに またも それでも 
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29 故宮博物院の至善園は、中華文化に由来する伝統的園林が見られ、様々な中華庭園の趣に満ちて

いる。 

しゅ たのしみ おもむき しゅう 

30 台湾で手首に数珠を付けるのは、日本と違い、法事と    様々な目的でつけられている日常的

な飾りです。 

関してない 関与なく 関係なく 関知なく 

31 同日、同特約店舗    購入累計金額が 48000 元(税込)以下の場合、その場で少額税金還付を申

請しなければならない。 

では には にて によって 

32 ジューススタンドで飲み物を買うとき、氷・甘さなどの    はもちろん、トッピングも自由に

注文できる。 

加差 加減 調量 調定 

33 航空会社のカウンターサービス時間は、フライトによって異なりますので、ご利用する際は予め

当該航空会社にお問い合わせをしてください。 

はやめ あらかじめ あらしめ あらため 

34 コロナ蔓延を阻止するために、多くの国は水際対策    、国内の感染を防いでいます。 

にとり にかけ について により 

35 台湾のバスはおつりが出ませんので、「悠遊卡」か小銭を準備しておいてください。 

おぜに こぜに こせん おせん 

36 みなさま、高速道路で大きな追突事故があったらしく、空港までの時間が 1 時間以上延びると予

測されています。よって、昼食休憩をとった後は、    出発いたします。 

まもなく はやく とたんに ただちに 

37 自然や登山の好きな方は、見所満載の陽明山をぜひ訪れてみるといいと思う。 

けんしょ みところ みどころ けんじょう 

38 お部屋は天井が少し低くはありますが、眺めのいいお部屋です。ロケーションもよく、アウトレッ

トにも歩きで行ける好立地でした。 

こうりっち こうりち こりっち こりち 

39 早朝から公園で運動したりする台湾の年配者が多いし、場所によって    カラオケもよく見ら

れる。 

露天 青空 晴天 露店 

40 （間違っているものを選んでください） 

自宅の場所と違う学区に通う子どもたちが多いため、送迎ラッシュも台湾の日常です。校門の前

で車が    列になっているのはいつもの風景です。 

ずらっと 長い 終わることなく 長蛇の 

41 台湾好きなら知らない人はいない青木由香さんは、台湾旅行実践講座で、写真や動画を見せ 

    ぜひ訪れてほしい場所を紹介しました。 

れば ても と ながら 

42 台湾は立冬になると、「麻油雞」や「羊肉爐」などを食べて身体を温め、栄養を蓄える伝統がある。 

たてまえる  たちくえる たくわえる たえくわる 

43 武陵農場は台湾の桃源郷といわれ、そよ風に花びらが    と舞い落ちるのは本当に美しいです。 

もぞもぞ ばらばら ひらひら ぽんぽん 
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44 タロコ渓谷の入口には赤い中国式の門が建っていて、台湾屈指の観光地です。 

くっし くつし こっし くつゆび 

45 当ホテルのお部屋清掃の内容は、客室内清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て、タオル交換、せっけんな

ど備品の補充と交換です。 

アカデミック アメニティー バスローブ アニメーション 

46 大稻埕の古めかしい建物群の中を散策していると、歳月の流れが感じられて、まるでタイムスリ

ップしたような気分になります。 

さんちく ちれさく さんぽ さんさく 

47 レストランで食事するのを飽きた    ではないが、たまには街中の屋台で食事をしたいですね。 

もの はず こと わけ 

48 コーヒーと紅茶と、どちらに    。 

よろしいでしょうか いらっしゃいますか なさいますか いただきますか 

49 黄君は熱がある    、修学旅行の説明会に出席しました。 

どころか ばかりに とはいえ からには 

50 台湾風フライドチキン「炸雞排」は、鶏の胸肉を丸ごと 1 枚揚げた台湾の国民食ともいえる食べ

物。 

ソウルフード  エスニックフード ファーストフード ナショナルフード 

51 荷物が多いから、とりあえずホテルの   に預けてからショッピングに行きましょう。 

うけつけ カウンター フロント サービスエリア 

52 空港連絡バスなど空港と周辺の町を行き来する大型有料バスは、    バスともいわれる。 

リムジン サハリン ピストン シャトル 

53 森の朝の空気には、「フィトンチッド」と呼ばれる成分が含まれており、とても    な気分に

させる。 

すみやか ほがらか なめらか さわやか 

54 偽のパスポートを持って海外へ逃げようとする犯人が、出国審査の際に警察に    。 

つかまった つかんだ つかまえた とらえた 

55 楽しい旅行があっという間に終わり、みんなは後ろ髪を    ような気持ちになった。 

引く 引かれる 引っ張られる 引き出される 

56 十年にわたって一流料亭で修行したあと、とても    のいい料理人になった。 

舌 腕 手 指 

57 この政府の施策は、民宿を中心に旅館業に大きな    を呼んだ。 

反映 注目 波紋 貢献 

58 10 分前    お越しいただけない場合、ご搭乗いただけないことがあります。 

に から まで までに 

59 ここまで来れば搭乗ゲートは    の先だから、そんなに急がなくてもいいですよ。 

手と足 山と海 目と鼻 根と葉  

60 新幹線でたまたま隣の席になったことが    、彼女との親交が始まった。 

始まって 最初にして 機に きっかけで 

61 飛行機に乗り遅れそうで気が気でない時、旅行代理店から「悪天候で遅延する」という連絡がきた。

まさに    だ。 

牛に経文 花に風 渡りに船 豚に真珠 
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62 「エクスプローラー・ドリーム」号という豪華客船での旅行が今月から台湾で運航を開始した。 

クルーズ フェリーボート タイタニック シップ・ツアー 

63 奥様に    のを楽しみにしております。 

お会いになる お目にかかる 拝見する 見合う 

64 前回のヨーロッパ旅行の時、そのガイドさんは現地の歴史をよく    。 

お知りしていました  お聞きしていました 

存じておりました  知っていました 

65 出版業界の不況とオンライン書店の台頭につれて、子ども時代から我々一人一人の成長に伴って

きた、小さい本屋さんが    町から消えつつある。 

ときどき しばしば いつの間にか いつも 

66 今から映画が始まりますから、どうぞ最後まで    。 

お楽しみください  お楽しみにしてください 

お楽にしてください  楽しめばどうでしょう 

67 約 100 年前に、金瓜石は台湾の金鉱の中心地であり、石畳の急な坂道に沿って家々がまるでひし

めくように建っていた。 

ぽつんぽつんとあった 輝いていた 

すこしあった たくさんあった 

68 人生初めての海外旅行で、現地に着く    、携帯と財布が盗まれ、パスポートも紛失してしま

った。 

かと思うと が早いか 途端 次第 

69 その店はいま、買い物客    こんでいて、芋を洗うようだ。 

が と に で 

70 新人ガイドでもあるまいし、有名観光地の案内は全く問題ないよ。 

だからこそ ではないので とはいうものの だからといって 

以下の文を読んで、最も適当な答えをそれぞれ一つ選べ。 

 古典芸能の布袋劇（ポテヒ・布袋戯）は、17 世紀の中国福建省が発祥で、インドネシアにも広がった

とされている。（71） 、21 世紀となった現在では、台湾にしか布袋劇文化が存続していない。1980 年

代の台湾で（72）一世風靡したテレビの布袋劇は、今の布袋劇を代表する『金光布袋劇』と『霹靂布袋

劇（PILI 人形劇）』へと展開した。『霹靂（PILI）』はコミカライズされるなど、様々なエンターテイ

ンメント分野に進出した。2016 年に放送された、日本との合作テレビ人形劇、『Thunderbolt Fantasy

東離劍遊記』は、台湾と日本で大人気となった他、アジアでも好評を得た。一時期は消えかかっていた

古典芸能だが、伝統を破って再び新たなスタイルを築くことに成功した。現在では台湾のミックスメデ

ィア分野において最もユニークな地元文化の（73）王者と言ってもよかろう。 

71       に入る最も適当な語を一つ選んでください。 

それにもかかわらず  ところで 

ゆえに ようするに 

72 「一世風靡」の読み方として最も正しいものを一つ選んでください。 

いっせふうみ ひとよふうび いちよふうみ いっせいふうび 
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73 「王者」の読み方はどれですか。最も正しいものを一つ選んでください。 

おうじゃ おしゃ おうしゃ おうもの 

74 この文章のテーマとして最も適当なものを選んでください。 

霹靂布袋劇の風化  日本と台湾の多元的なメディア 

古典芸能である布袋劇の再興 台湾布袋劇の起源 

75 この文章の内容に合う叙述はどれですか。 

布袋劇とミックスメディアとのコラボレーションはいまいちだ。 

台湾の伝統布袋劇は伝統を打ち破ることによって近年人気を取り戻した。 

霹靂布袋劇は 1980 年代から台湾でブームになった。 

現在、台湾以外のアジア圏にも布袋劇文化がある。 

以下の文を読んで、適当な答えをそれぞれ一つ選べ。 

 台湾では、地方自治体主催によるグルメコンテストや、ネットの検索サイトで行われる人気投票など、

おいしいものを選ぶイベントが近年ブームになっている。このような投票で、往々にして有名レストラ

ンを押しのけてコンテストを (76)制するのは、B級グルメの小さい屋台である。見かけはぱっとしない

屋台だが、外国人観光客の間でも話題をさらっている例が多くある。 

 長い行列ができると、客に番号札を配る。定員以上になって札のもらえなかったお客さんには、(77)

またのお越しをお願いするしかない屋台もある。台湾の庶民の味は、なぜこれほどまでに好まれるのだ

ろう。それは、台湾のコストパフォーマンスへのとことんとした追求に答えがあるかもしれない。台湾

の庶民の味は、景気や流行には左右されず、その人気が(78)衰えることのない裏側には、ブラックな労

働環境の問題やコストのために軽視されがちな食品安全の問題が隠れていることも少なくない。 

76 「制する」の意味と不一致なものを選んでください。 

一位に輝く 優勝を飾る 入賞する 勝ち抜く 

77 「またのお越し」の意味と一致なものを選んでください。 

再び行う 再び食べる 再び聞く 再び訪れる 

78 「衰える」の読み方はどれですか。最も正しいものを一つ選んでください。 

すいえる はえる おとろえる かちえる 

79 この文章のテーマとして最も適当なものを選んでください。 

屋台の文化 屋台の裏事情 屋台の B 級グルメ 屋台の種類 

80 この文章の内容に合う叙述はどれですか。 

屋台の経営は社会問題につながる可能性がある。 

屋台の経営は行列店であれば必ず儲かる。 

屋台の経営は庶民の味を伝えるためである。 

屋台の経営は身体的にも精神的にも意外と楽である。 
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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

D C B B B D C A D

B C D B A B C D B

D B B C D D C A C C

C B D B D C A B C

D C C A B D D C C A

# A D A B B C D C D

C A B D C A D B D B

A D A C B C D C B A

A

B

複選題數： 複選每題配分：

備　　註： 第51題答Ａ或Ｂ或C或AB或AC或BC或ABC者均給分。

標準答案：答案標註#者，表該題有更正答案，其更正內容詳見備註。


