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1     に入る最も適切な語はどれですか。 

平渓線は観光客に人気の    線です。 

ローマン ロースト ローソク ローカル 

2     に入る最も適切な語はどれですか。 

商品カタログは    別になっていると見やすい。 

イデオロギー ファンクション カテゴリー ブロック 

3     に入る最も適切な語はどれですか。 

会議がうまくいくよう、なるべく関係者に    しておきたい。 

手回し たらい回し 根回し 着回し 

4     に入る最も適切な語はどれですか。 

「台北の人に最も人気のあるデートスポットは、    淡水でしょう。 

言葉なく 文句なく いわれなく 考えなく 

5 下の文のばかりでなくに置き換え不能の言葉はどれですか。 

ガイドになるためには、専門知識ばかりでなく、ガイドという職業にふさわしい人格も要求され

ます。 

のみならず とともに に加えて とは違って 

6     に入る最も適切な語はどれですか。 

慈湖は、深い森の中に    たたずむ美しい湖です。 

うっとりと しっかりと ひっそりと しっとりと 

7 下の文のずば抜けているとほぼ同様の意味の選択肢はどれですか。 

この店の太陽餅の味は、台中でもずば抜けている。 

今まで食べたことのない味だ わりとおいしい 

味が抜けた感じがする 並外れておいしい 

8 下の文の嫌いがありますに最も近い意味の選択肢はどれですか。 

日本に行く観光客は、交通の便利な場所に集まる嫌いがあります。 

ねらいがあります  傾向があります 

可能性がありません  希望がありません 
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9     に入る最も適切な語はどれですか。 

あのお客さんは    文句が多い。 

何が何でも 何でもかんでも 何だかんだと 何とでも 

10     に入る最も適切な語はどれですか。 

ご用があれば    とお申しつけください。 

何やら 何なり 何より 何か 

11 「そのようなことはいたしかねます」は下のどの意味の敬語表現でしょう。 

そんなことぐらいわかります そんなことなら可能性があります 

そんなことはするかもしれません そんなことはできません 

12 下の会話で、フロント係の答えとして適切なものはどれですか。 

客「チェックインは午後３時ですが、それまでこの荷物を預かってもらえますか。」 

「はい、こちらでお預かりします。」 「はい、こちらでお預けします。」 

「はい、こちらで預かっていただきます。」 「はい、こちらで預けていただきます。」 

13     に入る最も適切な語はどれですか。 

パイナップルケーキは美味しいし有名だから、お土産に    ですね。 

すっからかん すっかり もってこい もってのほか 

14     には入らない、不適切な語はどれですか。 

仲が悪くても挨拶    した方が良いです。 

ぐらいは だけ だけは ぐらい 

15     に入る最も適切な組み合せはどれですか。 

あの人は    怒り始める    、誰にも止めることができません。 

いったん／と いかにも／が いつしか／のに いちどに／とき 

16     に入る最も適切な語はどれですか。 

皆さんおなじみのディズニーキャラクター    、ミッキーマウスですね。 

によれば にすれば と思えば といえば 

17     に入る最も適切な語はどれですか。 

このホテルの料金は一部屋    2880 元です。 

ほど あたり よりも ちょうど 

18 「ご予約いただいていますか」と明らかに意味の異なるものはどれですか。 

ご予約なさっていますか ご予約していらっしゃいますか 

ご予約くださっていますか ご予約をなさいますか 

19     に入る最も適切な選択肢はどれですか。 

私の贈りものを    、嬉しいです。 

気に入ってくださると 気に入れてくだされば 

気にしてくださると  気になってくだされば 
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20     に入る最も適切な選択肢はどれですか。 

友達が付き合っている彼に多額の借金があることが分かった。彼の態度も不誠実なので、別

れ    と思う。 

させるしかない  させるわけにはいかない 

させられないだろう  させるべきではない 

21     に入る最も適切な選択肢はどれですか。 

尊敬する先生が亡くなって 3 年がたつが、彼の温厚な人柄を    思い出す。 

今や遅しと 今更のように 今か今かと 今しがた 

22     部分の正しい読み方はどれですか。 

風光明媚なこの山のふもとに、媽祖をまつる廟があります。 

ほんかんみんめい ふうこうめいみ ほうこんみんみ ふうこうめいび 

23     部分の正しい読み方はどれですか。 

船から波止場へおりると、僕はジョオンズといっしょになった。（芥川龍之介「出帆」より） 

なみとめじょう はしば はとば はしじょう 

24     部分の正しい読み方はどれですか。 

５年前に起きた未曾有の大地震の復興は、まだ進んでいません。 

みぞう みそうゆう びそゆう びぞゆう 

25     部分の正しい読み方はどれですか。 

空港の税関では、持ち込み禁止の物品を水際で防いでいます。 

すいさい みずぎわ すいぎわ みずさい 

26     部分の正しい読み方はどれですか。 

世間体を気にしてばかりいてはいけない。 

せけんたい せいかんたい せけんてい せかいたい 

27     部分の正しい読み方はどれですか。 

この建物は老朽化が進み、修理が必要になっています。 

ろうきゅうか ろうこうか ろうしゅうか ろうちょうか 

28     部分のひらがなを漢字で書くと、正しいものはどれですか。 

韓国の大邱は人気ドラマのロケ地になり、いちやく有名になりました。 

一役 一夕 一躍 一夜 

29     部分のひらがなを漢字で書くと、正しいものはどれですか。 

あれこれさしずされると、気分が悪くなる。 

命令 指示 指令 指図 

30 新年のパーティーには着物を    ませんか。    に入る語として最も適当なものを～

のうちから一つ選びなさい。 

お着られ お着になり お召しされ お召しになり 
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31     に入る最も適切な組み合わせはどれですか。 

バスは駅前    出発して走り続け、やがて広い交差点    出た。 

を／に を／を に／を に／に 

32     に入る最も適切な語はどれですか。 

女性は頭が良い    悪い方が魅力的だ、という考え方は変です。 

より のより から ほど 

33     に入る最も適切な語はどれですか。 

入国時の必要事項は、このカード    書き込んでください。 

に を で へ 

34     に入る最も適切な選択肢はどれですか。 

この温泉は入ってよし、飲んでよし、    。 

病気の人は入らないでください だから、評判が良くないのです 

そろそろ出ましょうか どんな病気にも効くと言われている 

35     に入る最も適切な語はどれですか。 

子供だけで、    居酒屋に入らないだろう。 

たとえ まさか まるで かならずしも 

36     に入る最も適切な語はどれですか。 

この店は、雰囲気はよい    、音楽の趣味が悪い。 

ものの から し ばかりか 

37 独特な硫黄の香りが漂う北投温泉は、名湯中の名湯である。下線部の読み方として、正しいもの

を～の中から選びなさい。 

りゅうおう りゅうこう いおう いこう 

38 告別式の準備喪家側の喪服は正式礼装が原則だが、男性はブラックスーツが一般的である。下線

部の読み方として、正しいものを～の中から選びなさい。 

そうふく そふく もうふく もふく 

39 先輩は子供のころ、父親から「人間は十人十色なんだよ」と言われて、心に響いたと述懐してい

た。下線部の読み方として、正しいものを～の中から選びなさい。 

じゅうにんといろ  じゅうにんとしょく 

じゅうにんじゅういろ じゅうにんじゅうしょく 

40     と は、スマートフォンの操作やコンテンツ視聴などを歩きながら行うことであ

る。    に入る語として最も適当なものを～のうちから一つ選びなさい。 

食べ歩き スマホン歩き ＳＮＳ歩き 歩きスマホ 

41 車両故障が原因で現在も    の乱れが発生している。    に入る語として最も適当なも

のを～のうちから一つ選びなさい。 

タイヤ ダイヤ タイヤル ダイヤル 
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42     とはネッタイシマカなどの蚊により媒介されるウイルス性の感染症である。東南アジア

の他、中国、台湾においても発生している。    に入る語として最も適当なものを～の

うちから一つ選びなさい。 

テングン熱 テクン熱 デグン熱 デング熱 

43 宜蘭県は東は太平洋に面し、北、南、西は山脈によって外界と隔てられており、古代より「夢中

浄土」    呼ばれている。    に入る語として最も適当なものを～のうちから一つ

選びなさい。 

とも にも をも がも 

44 通訳者を養成する学校では、二つの言語間    行き来する技術の訓練を行なってい

る。    に入る語として最も適当なものを～のうちから一つ選びなさい。 

で へ に を 

45 欧米旅行を体験している先生から食事のマナーを    。    に入る語として最も適当な

ものを～のうちから一つ選びなさい。 

教えた。 教えさせた。 教わった。 教わせた。 

46 部屋の鍵をフロントに    のを忘れた。    に入る語として最も適当なものを～の

うちから一つ選びなさい。 

預ける 預かる 授ける 授かる 

47     をかけるとは進行を一時止めることである。    に入る語として最も適当なものを

～のうちから一つ選びなさい。 

待った 待ち 待つ 待って 

48 明日会議だったね。忘れ    ところだった。    に入る語として最も適当なものを～

のうちから一つ選びなさい。 

る た ている ていた 

49 遅れてきた添乗員が客に向かって「    大変申し訳ございません」と言った。    に入

る語として最も適当なものを～のうちから一つ選びなさい。 

待たれていただきまして お待ちしておりまして 

お待たせいたしまして 待たされてしまって 

50 貴重なご意見・ご感想をひとつひとつ有難く    おります。    に入る語として最も適

当なものを～のうちから一つ選びなさい。 

拝見して 拝見になって 御覧して 御覧になって 

51 旅程に関しては、下記のお問い合わせ先までご連絡を頂ければ対応    。    に入る語

として最も適当なものを～のうちから一つ選びなさい。 

されることが可能です。 させておきます。 

させられます。  させていただきます。 
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52 観光戦略とは、観光客に「発見」させる事物とタイミングを用意し、体験    ことと言え

る。    に入る語として最も適当なものを～のうちから一つ選びなさい。 

する できる される させる 

53 光と音楽に    華麗なショーは見逃せない。    に入る語として最も適当なものを～

のうちから一つ選びなさい。 

彩る 彩らせる 彩られる 彩らせられる 

54 大学入試センターは、積雪等で交通機関などに遅れが出た場合は試験時間を    ことも検討

している。    に入る語として最も適当なものを～のうちから一つ選びなさい。 

繰り下げる 繰り下げられる 繰り下げさせる 繰り下げてもらう 

55 この商品は性能がいいのだが、値段が値段    そう沢山売れないだろう。    に入る語

として最も適当なものを～のうちから一つ選びなさい。 

だけで だけが だけに だけを 

56 誰もが敵は一人    逃がさないと決意していた。    に入る語として最も適当なものを

～のうちから一つ選びなさい。 

たりとも たりども たらとも だらども 

57 新鮮な刺身    、やっぱり辛口の白酒がいいな。    に入る語として最も適当なものを

～のうちから一つ選びなさい。 

ときたら ときだら どきたら どきだた 

58 川岸には断崖絶壁が    おり、国の名勝にも指定されている。    に入る語として最も

適当なものを～のうちから一つ選びなさい。 

高まって 列して 聳えて 昇って 

59 砲台跡は、歴史を    ことができる貴重な歴史遺産である。    に入る語として最も適

当なものを～のうちから一つ選びなさい。 

偲ぶ 耽る 浸かる 恍惚とする 

60 花蓮は国内旅行の目的地としても不動の人気を    。    に入る語として最も適当なも

のを～のうちから一つ選びなさい。 

立てている 誇っている 樹立している もらっている 

61 展望台からは、台東の景色とは    美しい大自然の絶景を見ることができる。    に入

る語として最も適当なものを～のうちから一つ選びなさい。 

見えない 言えない 思えない 想像できない 

62 運が良ければ鯨、海豚などに    こともある。    に入る語として最も適当なものを

～のうちから一つ選びなさい。 

寄せる 発見する 見つける 出会える 

63 これは展示物を間近で見ることができる    絶好のチャンスである。    に入る語とし

て最も適当なものを～のうちから一つ選びなさい。 

まだどない まだとない またどない またとない 
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64 故宮博物院は世界中から人々が集まる    観光スポットである。    に入る語として最

も適当なものを～のうちから一つ選びなさい。 

圧倒の 卓越な 屈指の 突出な 

65 こちらは古くから続く    あるお寺である。    に入る語として最も適当なものを～

のうちから一つ選びなさい。 

由緒 故由 來由 経緯 

66 私はこのチャーハンに    ハマってしまい、週に 1 回くらい食べに通っている。    に

入る語として最も適当なものを～のうちから一つ選びなさい。 

まんざら 全面 すっかり 一向 

67 台湾の先住民は「台湾原住民」と    言っても 16 民族に分かれており、言語も 40 種類以上

に分けられることがある。    に入る語として最も適当なものを～のうちから一つ選び

なさい。 

一概して ひとくくりに まとまりで ごっちゃに 

68 もし宜しければ詳しく御説明    でしょうか。    に入る語として最も適当なものを

～のうちから一つ選びなさい。 

願われない 願えない お願いする お願いになる 

69 旧年中は格別なご高配を    、誠に有難く厚くお礼申し上げます。    に入る語として

最も適当なものを～のうちから一つ選びなさい。 

受け 賜り 拝領し 乞い 

70 うちの学校では、校長の許可を    何もできない。    に入る語として最も適当なもの

を～のうちから一つ選びなさい。 

くれてからでならなくては くれてからでなければ 

もらってからでならなくても もらってからでなければ 

 

読解問題１： 

  オーストラリア・ブリスベン市（グラハム・クワーク市長）の訪問団が 2016 年 9 月上旬高雄市と

台北市を訪問、投資誘致フォーラムを開いた。 

  クワーク市長が率いる約 20 人の訪問団は、7 日に高雄、8 日に台北で投資フォーラムを開催。ブリ

スベンと同様、港湾都市であり、姉妹都市協定を結ぶ高雄では、100 人 ① 超える商業界の関係者が

出席し、活発な意見交換がされた。クワーク市長が高雄を訪れるのは 2005 年以来 7 回目で、高雄との

関係を非常に重視しているとし、現在建設を計画している大量高速輸送機関に ② 、高雄のライトレ

ールを参考にしたいと述べた。 

71 文章の内容から考え、「フォーラム」の意味として最も適切なものを選びなさい。 

討論会 懇親会 演説会 歓迎会 
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72  ① の中に入る適切な助詞を選びなさい。 

が も を に 

73 この文章に書かれている内容と違うものを選びなさい。 

ブリスベン市では大量高速輸送機関を建設中である。 

高雄で行われたフォーラムでの討論は盛んだった。 

ブリスベンは高雄の姉妹都市である。 

ブリスベンの市長は高雄の後に台北を訪れた。 

74  ② に入る最も適切な語はどれですか。 

なって ついて 対して とって 

75 この文章の要約として最も適切なものはどれですか。 

ブリスベン市長が 7 回目の高雄訪問を行った。 

ブリスベン市長が台湾の２つの都市で投資誘致活動を行った。 

ブリスベン市長が高雄市を訪れ、大量高速輸送機関建設の支援を求めた。 

ブリスベン市長は台湾との関係を重視している。 

 

読解問題２： 

  ４月になり清明節を過ぎると、台湾は暖かくなります。 ① 気温が 30 度近くまで上がることも

あって、そんなときは、冬物はもう片付けてしまおうと ② 、また急に 20 度を切る日があるので、

油断をしていると風邪を引いたりします。このように、暑くなったり寒くなったりする気候が端午節の

前まで続きますから、冬の布団は端午節（旧暦の 5 月 5 日）までしまってはいけない、という昔の教え

があります。端午節を過ぎると、本格的な長い夏がやってくるのです。 

76 この文章に書かれている内容と合致しないものを選びなさい。 

台湾では４月以降も寒くなることがある。 

清明節から端午節までの時期は、気温の上下が大きい。 

台湾には「端午節が過ぎるまで冬の布団で寝なさい」という教えがある。 

台湾は端午節を過ぎるといよいよ夏である。 

77  ① に入れるのに適切な語を選んでください。 

よく ついでに 最後に 時には 

78 「油断をする」に意味が近いのはどれですか。 

注意をする 気を緩める 油がなくなる がんばらない 

79  ② に入る最も適切な選択肢はどれですか。 

思いがちですが 思いますし 言われており いうことですから 

80 この文章のタイトル（題目）としてもっとも適切なのはどれですか。 

「端午節が終われば長い夏」 「清明節と端午節」 

「油断をすると風邪を引く」 「端午節まで冬物を片付けるな」 
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D
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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

C C B D C D B C B

D C B A D B D A A

B D C A B C A C D D

A A D B A C D A D

B D A D C A A A C A

D D C A C A A C A B

C D D C A C B B B D

A C A B B C D B A D

A

A
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