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1 このエリアでは温泉設備が整っています。整っての読み方は次のどれでしょうか。 
とどのって ととのって ぜいって せいって 

2 あっという間に過ぎていった時間でした。間の読み方は次のどれでしょうか。 

ま かん あいだ けん 

3 この壁には昔の有名な書家が書いた文字が刻まれています。刻まれての読み方はどれでしょうか。 

きまれて きざまれて こまれて こくまれて 

4 この鐘が時間になると音を奏でるようです。奏でるの読み方は次のどれでしょうか。 

そうでる そでる かなでる なでる 

5 Ａ型は一般に、秩序や公のルールを重んじる。秩序／公の読み方を選びなさい。 
ちつしょ/おおやけ ちつじょ/おおやけ ちつじょ/こう ちつしょ/こう 

6 ＡＢ型は何が起こっても平気でいられ、物事の全体をまとめて客観的に考える。平気／客観的の読み方を

選びなさい。 
えいき/きゃくかんてき  えいき/きゃっかんてき 
へいき/きゃくかんてき  へいき/きゃっかんてき 

7 Ｂ型は自由奔放だが、それが時には気まぐれとなる。自由奔放の読み方を選びなさい。 
じゆうほんぼう じゆほんぽう じゆうほんぽう じゆほんぼう 

8 この街並みは、台湾の伝統的な建築様式と、洋風な     様式が渾然一体となっています。 
バラック バリック バレック バロック 

9 バス     の周辺にはいろいろな名所旧跡があります。 
ターミナル トーミナル ターミナー トーミナー 

10 長い階段をどんどん上っていくと、     を走らせたという線路跡に到着します。 
トラッコ トリッコ トレッコ トロッコ 

11 略語とそのもとになる外来語の組み合わせが誤っているものを選びなさい。 
インフラ ー インフラストラクチャー リストラ ー リストラクティング 
セクハラ ー セクシャル・ハラスメント リハビリ ー リハビリテーション 

12 台湾人の台湾語の中でも、特に宜蘭の人の台湾語は     があると言われています。 
ウセ クセ ニセ ハセ 

13 「ニュアンス」の使い方として、最も適切なのを、ＡＢＣＤから一つ選びなさい。 
彼は顔色のニュアンスをまったく気にしない性格だ。 
山里近くで動物が鳴いているようなニュアンスがした。 
翻訳文は原文のニュアンスが微妙に伝わらないことがある。 
この絵の人物は微笑のニュアンスが実に見事に描かれている。 

14 「使い捨て」の使い方として、最も適切なのを、ＡＢＣＤから一つ選びなさい。 
仕事が忙しいので、使い捨ての注文を増やしてほしい。 
かつて流行した使い捨てカメラも、今ではあまり見かけない。 
この器は使い捨てにできているので、何度でも洗って使える。 
使い捨ての花が枯れたので、新しいランを買ってきた。 

15 「しょっちゅう」の使い方として、最も適切なのを、ＡＢＣＤから一つ選びなさい。 
彼はあまり映画が好きではないので、しょっちゅう見ているようだ。 
祖母はしょっちゅう小言を言っていたが、聞けない今では懐かしい。 
そんな強火だとしょっちゅう焼いただけで、肉が焦げてしまう。 
妹はしょっちゅうとした性格なので、服をたくさん持っている。 
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16 手伝いなんていいよ。一人でできるから。いいと同じ意味の言葉を選びなさい。 
いらない きれい うれしい いる 

17 Ａ：お父さん、全部食べたよ。  Ｂ：えらい！  えらいと同じ意味の言葉を選びなさい。 
おいしい きれいだ 遅い 立派だ 

18 山田太郎はオリンピックで２度目の金メダルだ。すごいなあ！ すごいと同じ意味の言葉を選びなさい。 
こわい すばらしい 変だ 早い 

19 朗読大会ではあがってしまって、どこを読んでいるかわからなくなった。あがってと同じ意味の言葉を選

びなさい。 
やんで 出て 緊張して あせって 

20 「保守」と反対の意味の言葉はどれでしょうか。 
共産 革新 攻撃 共同 

21      病気ではないから、すぐ治ると思います。 
いかなる たいして たいする たいした 

22 これは      気持ちだけのものです。 
たった たんなる ほんの いわゆる 

23 新幹線の高架下を     東港というところに出ます。 
くくって くぐって もくって もぐって 

24 長い急な階段なので、足元ばかりが     。 
気にします 気になります 気にかけます 気にかかります 

25 トンネルを     と白い大理石で作られた橋にかかります。 
抜く 抜かれる 抜ける 抜いる 

26 温泉に     熱くなると横の川でひと泳ぎします。 
つかって ついて つって つくって 

27 マンゴーの木は夏になると緑色の実が     。 
します とります されます なります 

28 国道沿いには何軒もの温泉施設が     。 
軒が並んでいます  軒が並んであります 
軒を並べています  軒を並べてあります 

29 海が大好きな人は、いとも簡単にここの魅力に     しまうはずです。 
とられて とりついて とりつかれて とられついて 

30 建物は石組みで、     威厳が感じられます。 
どこなく どこになく どこがなく どことなく 

31 私は食事も     飛び出した。 
ことことに とことこに こそこそに そこそこに 

32 いくら忙しくても、食事は      とるようにしてください。 
しっかり はっきり ぴったり すっかり 

33 いい仕事をしましたね。ずいぶんがんばったのですね。ずいぶんと同じ意味の言葉を選びなさい。 
ちょっと ある程度 大変 ときどき 

34 さあ、皆さん、遠慮せず       食べてください。 
もりもり めろめろ もたもた ぬけぬけ 

35 ＡとＢは等しい。またＢとＣは等しい。     、ＡとＣは等しい。 
そこで そのため したがって その結果 

36 会は六時に始まります。     、会費は二千円です。 
それで および なお または 

37 論文のテーマは、先生に相談した    決めたほうがいい。 
てから のち 上で うちに 

38 見れば見る     、この形が出来上がったことが奇跡のように感じます。 
ほど くらい だけ ばかり 
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39 結果     、次の対策を考えます。 

うちに こととで ゆえで いかんで 
40 特別なことを考えるとも     、一日中ぼんやりしていた。 

しないで しなくて なしと なしに 
41 今の社会は、インターネット     考えられません。 

ぬきには をひかえ にひきかえ までなら 
42 紙糊店は現在の台湾ではほとんど消えてしまい     産業です。 

いる ある つついる つつある 
43 こちらは陶器の数こそ多くない     、センスの良さが光っています。 

もので ものが ものに ものの 
44 両親の了解の     、2 人は一ヶ月前に結婚した。 

ほどに よそに もとに ことに 
45 ８０年代後半のバブル期は、地価    株価    、一気に高騰した。 

や/や なり/なり ほど/ほど につれ/につれ 
46 僕は毎朝六時に起きて、ドン    散歩   させています。 

に、を に、へ を、に を、へ 
47 日本時代の建築物であることは、廊下や庭     歩いているとよく分かります。 

で に を が 
48 この吊り橋は同時に 8人     渡ることができません。 

まで までが までに までしか 
49 子供     ずいぶん難しいことを知っています。 

にあっては にしては とあって でして 
50 発想力     ひとより優れているという自信があります。 

にかけては にかかっては にかわっては にかいては 
51 ここには無料の日本語DMや有料の地図も     。 

置いています 置いております 置いてあります 置かれてあります 
52 あの人なら悪いことを     。 

やりまい やろう やりできない やりかねない 
53 優秀な彼にとって、そんなことは     でしょう。 

考えがちだった  考えるのみだった 
考えるまでもなかった  考えるきらいがあった 

54 風邪を引いているが、今日は重要な会議があるので仕事を休     。 
むにはあたらない まないばかりだ んでやまない むわけにはいかない 

55 赤ちゃんはよく泣く     だ。 
ばかり くらい もの こと 

56 そこまで言われたらもうどう     。 
してもない しようもない してもある しようもある 

57 外国語を     にはしっかり覚えていくしかありません。 
ことにする ものにする こととする ものとする 

58 この古い建物が改築の危機に     ています。 
さらし さらり さらさせ さらされ 

59 每晚子供に          。 
泣いている 泣きました 泣かれている 泣かせている 

60 ここにパンフレットを     いいですか。 
お置きになっても  お置きくださっても 
置かせてくださっても  置かせていただいても 
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61 この数年間     ことに心から感謝申し上げます。 
指導していただいた  指導させていただいた 
ご指導していただいた  ご指導させていただいた 

62 （テレビのアナウンサーが）このあとも放送時間を延長して、野球中継を      。 
拝見します ご覧になります お送りします お送りなさいます 

63 公務員試験など     。 
おそれるにたりない  おそれるにこしたことはない 
おそれてもならない  おそれがいがない 

64 ボーナスはいちおうでますが、一流企業でないから    ほどです。 
五十歩百歩 すずめの涙 紙一重 猫に小判 

65 まだ帰ってこない。いったいどこで   を食っているんだろう。 
油 道草 飯 時 

66 彼が遅刻するのは     だ。 
朝飯前 日常茶飯事 念のため 案の定 

67 失敗してから後悔しても     だ。 
お手上げ 馬の耳に念仏 後の祭り 不注意 

68 「庭があるけれど、とても狭い」と言いたいときに、どう言えばいいのでしょうか。 
猫の目ほどの庭があります。 猫ばばほどの庭があります。 
猫の額ほどの庭があります。 猫の手ほどの庭があります。 

69 Ａ：田中さん、明日までに書類を作っておいてくださいね。Ｂ：       
はい。わかりました。  はい。ありがとうございます。 
いいえ、どういたしまして。 いいえ、もうやみましたよ。 

70 Ａ：ねー、飛行機の予約してある？Ｂ：       
あ、ぜひ。  あ、ごめん。わざとじゃないよ。 
あ、そうなんだ。  あ、ごめんなさい。今、しておきます。 
 

バーテンのＮさんは面白い人で客が値段の高い酒を飲むのをあまり 71 。高い 72 を注文したりすると

「安くてもっといいものがあります」と別の酒をすすめたりする。とくに若い男が高い酒を飲むのが好きでは

ないらしい。「客の勝手に 73 いいじゃない」というと彼は頑固に「 74  というものがあるでしょう」

といって 75 。（請回答 71 題至 75 題） 
71 このまない たのまない のまない ふくまない 
72 スイッチ スナッチ スコッチ スワッチ 
73 しておけば させておけば されておけば させられておけば 
74 位応 位相応 分応 分相応 
75 譲らない 構わない 話さない 絡まない 
 
20 年前には、新竹サイエンスパーク76 設立されて、台湾のハイテク産業の拠点 77 、台湾のシリコンバレ

ー 78 。伝統産業 79 はガラス産業が代表格です。台湾全体のガラス生産量年産およそ 132 万トンのうち

85％は新竹 80 。（請回答 76 題至 80 題） 
76 を が に で 
77 となり になり として にして 
78 と呼ばされます と呼びます と呼んでいます と呼ばれています 
79 にして について として にとって 
80 で集中しています に集中しています が集中されています は集中されています 


