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1 彼は預金の残高を調べてからお金をおろす。 

のこりこう のこりだか ざんこう ざんだか 

2 栄養のバランスを考え、毎日の献立に工夫をこらしている。 

くうふ くふう こふう こうふ 

3 彼はしばしば衝動的に行動し、後でそれを後悔する。 

こうがい こうかい ごかい ごうかい 

4 私は薬の副作用に悩まされている。 

ふくさぎょう ふくさくぎょう ふくさよう ふくさくよう 

5 工事は着々と完成に近づいている。下線の言葉に意味が最も近いものをひとつ選びなさい。 

徐々に   急速に  意外に  順調に 

6 当社の海外事業は円滑に進んでいる。下線の言葉に意味が最も近いものをひとつ選びなさい。 

きっぱり しんなり きっかり すんなり 

7 彼は、人のものを勝手に使ってあつかましい人です。下線の言葉に意味が最も近いものをひとつ

選びなさい。 

気楽な のんきな 無遠慮な 無愛想な 

8 ドイツではビールは夏    、冬にもよく飲まれている。下線の言葉に適当な答えをひとつ選

びなさい。 

どころか にかぎらず よらず  はおろか 

9 あのレストランはさんざん待たせた   、出てきたのはメニューと違うものだった。下線の言

葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

あげく ところ どころか せいか 

10 彼女は、がっかりして   をついた。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

くしゃみ  せき ためいき あくび 

11 久しぶりに高校の同級生に会って、話が    。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

はずんだ つづけた とんだ とどいた 
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12 彼は夜 11 時まで、ずっと部屋で    。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

勉強してやりました  勉強してみました 

勉強していました  勉強してもらいました 

13 用事があるので、そろそろ    。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

帰らなくてもいい  帰らないほうがいい 

帰らないつもりだ  帰らなければならない 

14 彼は、試験の心配はしなくてもいい。君ほどの学力があれば     よ。下線の言葉に適当な

答えをひとつ選びなさい。 

合格するものがある  合格するに決まっている 

合格するに決めてある 合格するわけがある 

15 最近の親は子供を過保護にする   と言われている。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びな

さい。 

きらいがある みこみがある かぎりである きらいである 

16 たぶん夕方には雨もやむ   。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

ようだ  のである だろう わけだ 

17 彼らは、地域独自の食文化が    と警告している。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びな

さい。 

消しつつある 消しつついる 消えつつある 消えつついる 

18    あなたの携帯電話を見たのではなく、私のと間違えてしまったのです。下線の言葉に適当

な答えをひとつ選びなさい。 

うっかり ふと わざと まさか 

19 電車を降りる   、傘を忘れないようにしてください。下線の言葉に適当な答えをひとつ選び

なさい。 

際に 間に 前に 後に 

20 なす   ことはちゃんとやっておかねば、後悔することになる。下線の言葉に適当な答えをひ

とつ選びなさい。 

べし  べからず べく  べき 

21 やっと   を降ろせると思っていたのに、また上司に新しい仕事を任されてしまった。下線の

言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

頭の荷 背の荷 腕の荷 肩の荷 
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22 彼らの旅行は遊びが主で、見学の方は   だった。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさ

い。 

二番 二の次 後手 後の祭り 

23 「田中といいますが、今夜３名で予約を取っているはずです。」「田中様で     。はい、

確かにご予約いただいております。」下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

おっしゃいますね ございますね 申されますね いらっしゃいますね 

24 結果は決まってしまった。今さらあれこれ   はじまらない。下線の言葉に適当な答えをひと

つ選びなさい。 

言わなくても 言っても 言ったら 言うなら 

25 あの計画を君が立てた   、知らなかったよ。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

では とは へは には 

26 親は子供の将来を期待して    ものだ。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

むりもない やまない  までもない たえない 

27 株かが暴落したので、今となっては   売れない。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさ

い。 

売るが 売るも 売るを  売るに 

28 あまり受かる可能性がなかったから、落ちても    。 

もともとだ 最後だ 始末だ すまない 

29 一度ぐらい海外旅行に行ってみる   、悪くはないと思うよ。下線の言葉に適当な答えをひと

つ選びなさい。 

のに  のも  のが ので 

30 あなたを不快な思いに   ことを謝ります。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

された さられた させた させられた 

31 赤ん坊が彼の顔を見る    、わっと泣き出した。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさ

い。 

なり  より  ので  とも 

32 彼にこの事がばれたら、きっとかんかんになる     。下線の言葉に適当な答えをひとつ選

びなさい。 

べきではない わけがない にすぎない にちがいない 
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33 病気の子供たちを    、病院で楽しい劇が行われた。下線の言葉に適当な答えをひとつ選び

なさい。 

笑われようと  笑わされようと  

笑わせようとして  笑われようとして 

34 これで海外旅行の準備がすべて      。下線の言葉に適当な答えをひとつ選びなさい。 

終わったことになる  終わったことにする 

終わったことがある  終わったことができる 

35 彼女は畑違いの仕事を見事にこなした。 

はたちがい はだちがい はたけちがい はだけちがい 

36 彼はそろそろ身を     いい年ころだ。 

なげる  かためる まかせる よせる 

37 両者の実力は紙一重の差だ。 

かみいちえ しいちえ かみひとえ かみいちじゅう 

38 彼は筆不精で家に一通も手紙を書かない。 

ふでふじょう ふでぶしょう ひつぶじょう ひつぶしょう 

39 この店は北京ダックの老舗として知られているんだ。 

しにせ しみせ ろうぽ ろうぼ 

40 何時    伺えばよろしいですか。 

を も まで までに 

41 ほしいものはあるが、借金    して買いたいとは思わない。 

ため まで より 次第 

42 ここに皆様の健康と幸せを祈って    。 

やまない たまらない かねない いらない 

43 勝敗は    として、一生懸命頑張ろう。 

ともなう ともかく とりあえず おいておく 

44 ここに住み着いて    五年になった。 

あげく とりわけ はやくも とたん 

45 千思万考の     出した結論ですから、考え直すつもりは全くありません。 

どころか ために ほどに すえに 
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46 暑中お見舞い    、仕事の報告を申し上げます。 

かたがた かたわら ながらも 一方 

47 バーゲン品ですので、返品は何卒    願います。 

ご恐縮 ご容赦 ご迷惑 ご協力 

48 海外旅行にいくというのに、切符の手配は    、パスポートの申請すらしていない。 

どころか ばかりか のみか おろか 

49 「親である以上、子を育てる義務がある」。以下の文から、「以上」の使い方と意味が同じであ

るのを選びなさい。 

あの人以上に賢い人はいないだろう。 試験の点数は想像以上に悪かった。 

約束した以上は、守らなければならない。 これ以上は勘弁してください。 

50 今から駆け付けた    、もう間に合わない。 

ところ ところで どころか ところへ 

51 入院を機にゆっくり休む    。 

ことだ はずだ わけになる おそれだ 

52 平素からご愛顧を賜りまして、誠にありがとうございます。 

タマカリ タマワリ ウケタマカリ ウケタマワリ 

53 急なお知らせだった    、大変驚かれたご様子でした。 

逆に だけに にもかかわらず が 

54 「鬼に金棒」の意味に近いのを選びなさい。 

豚に真珠 鬼の目にも涙 虎に翼 猫に小判 

55 「関わり合わなければ、わざわいを招くこともない。余計な口出しをしないほうがよい」という

意味に近いことわざを選びなさい。 

出る杭は打たれる 泣き面に蜂 死人に口なし 触らぬ神に祟りなし 

56 「何の苦労もしないで多くの利益を得ること」という意味に近いことわざを選びなさい。 

長い物には巻かれろ  花より団子 

両手に花  濡れ手で粟 

57 食事中、ナイフやフォークを    床に落としてしまったとき、自分でそっと拾っていけませ

ん。 

しっかり うっかり うっとり げっそり 



 代號：4602 
頁次：8－6 

58 今までの経験をいうと、言い始めれば    。 

までもない ためしがない きりがない しまつもない 

59 先生に    ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

かぎっては おかれましては だけでは かかっては 

60 この取引は私たちの将来がかかっているんだから、    成功させなければならない。 

なにかにおいても  なにかというと  

なにしろ  なにがなんでも 

61 どんな小さな成功も努力    のことだ。 

べき あって とあって ある 

62 お目にかかれるのが、何   まして嬉しく存じております。 

にも には とも とは 

63 ここまで病状が進んだのでは、手術をするより    。  

ならない ほかない いくようがない ものたりない 

64 先生はそのパソコンを私に    。 

お借りいただきました。 お貸しくださいました 

お借りしました  お貸ししました。 

65 子供の頃はよく兄と喧嘩した    。 

ところだ ことだ ぐらいだ ものだ 

66 現在、予防策を立てないと、大事故に    恐れがある。 

よらず つながる もとづく ならべる 

67 スポーツに    、彼の右に出る人はいません。 

かけては おけては かぎらず むいて 

68 たとえちょっとした出来心だった    、万引きしたことは許されない。 

にしては にすれば にせよ としたら 

69 命が続く    、ボランティア活動に尽力したいものだ。 

にせよ にしても ようでは かぎり 

70 寒くなってきましたので、    ご自愛ください。 

それぞれも おのおのも くれぐれも つくづくも 
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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。】 

これまでずっと続いて来た男性や女性に対する考え方がどんどん変化してきているのだ。考えて

みると、『第二の性』あたりから 71 、まず女性の意識が変わり始めた。女性自身が女性であること

に疑問を持ちはじめたのである。 72 、日本には「おてんば」という言葉がある。木登りが上手だっ

たり、走るのが速かったりする元気で活発な女の子のことをいうが、これは決して相手をほめる言葉で

はない 73 。つまり、この言葉の背景には、女の子はいつもおとなしくしていなければならないとい

う考えがあるのである。 74 、これは本当であろうか。男の子より速く走る女の子が 75 不思議で

はないのではないか。『第二の性』も、もしかしたらこうした素朴な疑問がきっかけだったのかもしれ

ない。 

71 『第二の性』あたりから 71 、まず女性の意識が変わり始めた。下線の「あたり」の意味とし

て、一番適当なものを一つ選びなさい。 

『第二の性』が出版されたころから 

『第二の性』に書かれている内容から 

『第二の性』を売っている場所から 

『第二の性』が書き始められたころから 

72  72 、日本には「おてんば」という言葉がある。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。 

すなわち しかも たとえば  ところで 

73 これは決して相手をほめる言葉ではない 73 。「ほめる言葉ではない」とあるが、それはなぜ

か、一番適当なものを一つ選びなさい。 

女の子は男の子より速く走ってはいけないと考えられているから 

女の子は元気で活発な方がいいと考えられているから 

女性の意識や考え方が最近変わり始めたから 

女の子はおとなしくしているべきだという考えがあるから 

74  74 、これは本当であろうか。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。 

つまり しかし なぜなら すると 

75 男の子より速く走る女の子が 75 不思議ではないのではないか。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。 

いれば  いると  いても いるなら 
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世界各国で民家などを旅行客に紹介するビジネスが人気を集めている。市場が拡大したのは 2012

年のロンドン五輪だ。慢性的なホテル不足のロンドンで、観光客を宿泊費の安い民家で迎えたのだ。今

年、そのロンドンを取材で訪れた際、ネットで宿泊先を探した。同行者 4人が寝られる部屋と会議でき

る場所があることを条件にした 76 、何人で泊っても 5泊で 26 万円という民家が見つかった。古い

が冷暖房を完備し、中 2 階と屋根裏部屋を含めて計 5 フロア。シャワーとトイレが各階にある。郊外の

静かな住宅街に建ち、窓からはレンガ造りの家並みが見える。使い古された家具や調度品がホテルには

ない雰囲気をかもし出している。飲食店街に近く、地下鉄で中心部まで 20 分。観光だけでなくビジネ

スの客にも人気という。日本でも外国人観光客の急増でホテルの部屋が足りず、個人宅を有料で提供す

る「民泊」が注目されている。高齢化と人口減少で空き家率は 13％を超え、物件には 77 。日本の民

家の暮らしを味わいたいという外国人観光客も多い。 78 、旅館業法では有料で客を宿泊させる場合

、 79 都道府県知事の営業許可が必要で、フロントの設置や寝室の面積などの規制もある。（中略）

。旅館業法の適用を除外する特区法も施行されたが、まだ実施する自治体はない。住宅街の民家に外国

人観光客が出入りすることに地域住民の抵抗感もあるという。20 年の東京五輪に向け、政府は観光立国

を目指している。 80 見えない壁をどうなくせるかも問われている。（毎日新聞 2015 年 9 月 6 日東

京朝刊【余録】） 

76  76 に入れる適切な言葉はどれか。 

どころか から ところ ところが 

77  77 に入れる適切な言葉はどれか。 

ただならない なりかねない ものたりない ことかかない 

78  78 に入れる適切な言葉はどれか。 

ところが したがって どころか ところで 

79 「都道府県」の正しい読み方を選びなさい。 

ドウドウフケン トドウフケン トウトフケン トドブケン 

80 「見えない壁」とは何を指しているのか。 

高齢化と人口減少の問題による空き家率の高いこと。 

旅館業法の規制でフロントの設置や寝室の面積が定められること。 

冷暖房が古くて、家具や調度品が使い古されたこと。 

民宿にするには物件が足りないこと。 
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