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1 今回のツアー、     のご予算はどのぐらいにいたしましょうか。 

毎人 一人毎 一人なら 一人当たり 

2 「台湾定番のお土産は何でしょうか。」文中の「定番」の読み方は何でしょうか。     。 

ていはん ていばん さだつがい さだづがい 

3 これはグアバと     、葉っぱをお茶にすることもあります。 

言って 言われて 申し上げて いたしまして 

4 展示物を紹介しているガイド：それではこちらの展示物をご紹介     ます。 

させ され いただき させていただき 

5 最近フォトスタジオで変身写真を撮るのがはやっていますが、スケジュールの選択肢に 

     ましょうか。 

並び 入れ 入り 考え 

6 疲労回復     台湾式指圧がお勧めです。 

ので から には では 

7 一説によると、茶葉の色が烏のように黒く、形は龍のように曲がりくねっているから、烏龍茶  

     名付けられたという。 

で て と が 

8 台湾の ATM は 24 時間お金を     ことができるのです。 

取る 与える もらう 引き出す 

9 台湾では     に 7－11 があります。 

いたる場面 いたる所 各場面 各所 

10 台湾新幹線のチケットはどこで     いいでしょうか。 

買うが 買うことが 買えば 買っては 
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11 台湾では朝食屋という     、その多くは看板に「○○豆漿」や「豆漿大王」と書いてあり

ます。 

ものがあって ことがあって 店を開いて ところを開いて 

12 最近個人旅行の観光客が増えて     、われわれツアー客相手の物産店の売り上げは軒並み

減ってきていますね。 

くるおかげか きたおかげか くるせいか きたせいか 

13 台湾の「荷葉蒸蝦」はあまり     ない絶品料理です。 

話さ 言わ わかられてい 知られてい 

14 ここは     なので、どうぞ自由にお取りください。 

セルーフサービス セルフサービス セルーブサービス セルブサービス 

15 台湾まで来たから、ショーロンポーを食べずに帰る     ありえない。 

なんて まま まで こそ 

16 私にはこんな難しい料理、作れる     ない。 

ことが ものが はずが べきが 

17 私は年内になんとか北海道へ行きたい     だ。 

もの はず べき こと 

18 私はこんなにも毎日プレーを見て応援しているのに、あんな負け方をして、     残念だ。 

実は 実に 実在 実際に 

19 噛     噛     味が出る。 

めば、めば  めば、むほど 

んだり、んだり  んだり、まなかったり 

20 「後足で砂をかける」の意味を表す中国語は次のうちのどれでしょうか。      

一馬當先 先來後到 過河拆橋 前腳走後腳到 

21 「目から     」！なるほど、こんな小さなことで、人間関係が円滑になるのだ。 

瞳 鱗 膜 感涙 

22 どうか試して     。 

みられます  みてください 

みさせます  みさせていただきます 
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23 しばらく会わない     すっかり大きくなりましたね。 

だけ まま うちに あとで 

24 お花を二三本差しただけで、部屋が     になるから、いいですよ。 

にぎやか はなやか きんきら きらびやか 

25 よく覚えてはいないが、アン・リーの「ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した 227 日」の興行額は 

     5 億ドルを越えたと思います。 

確か 確かに 確かな 確実 

26      われわれの提案を考えてみてください。 

どうか どうも どうやら どうしても 

27 一冊全部読む時間が     、せめて前半だけでも目を通してほしかった。 

なくては ないなら ないと ないが 

28 事前にチケットと一緒に食事も     注文しておけば、よかったのに。 

すでに かねて あらゆる あらかじめ 

29 10 時 50 分東京発の飛行機だから、今はもう桃園中正空港についている     です。 

べき はず もの つもり 

30 このスマトフォンの使い方は大体     だけど、メッセージの受け取り方はまだわからない。 

知りそう わかろう 知ったつもり わかったつもり 

31 娘の大学入試の日に     、天気が悪いなんて。 

限って 限ると 限ったら 限るなら 

32 アルバイトだろうが、正社員だろうが、給料をもらっている     、プロとしてちゃんと仕

事をしなさい。 

ことから ことだから だけあって 以上 

33 平和は人類の希望である     、世界のどこかでいつも戦争が起こっている。 

ばかりが ところが にもかかわらず あいかわらず 

34 あの店がいつも込んでいるから、行くなら     電話で予約したほうがいいですよ。 

前に お先に 前もって 以前に 
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35 静かなところで、大きな声で     笑う人は嫌われます。 

にこにこ くすくす にやにや げらげら 

 

故宮博物院は、北洋軍閥の一人である馮玉祥が溥儀を紫禁城宮殿から退去させ、宮殿内で清朝が持って

いた美術品などを一般公開したのが始まりである。1925 年当時の所蔵品点検レポートによると所蔵品総

数は 117 万件を超えており、博物院は古物館、図書館、文献館を設けて各種文物の整理をする一方で、

宮殿内に展示室を開設して多様な陳列を行なっていた。その後、日中戦争が勃発し、1937 年に蒋介石の

国民政府は博物院の所蔵品を戦火や日本軍から守るべく重要文物を南方へ疎開させ、1万 3,427 箱と 64

包に及ぶ所蔵品が上海経由で南京市に運ばれた。第二次世界大戦後、国共内戦が激化するにつれて中華

民国政府の形勢が不利になったため、1948 年の秋に中華民国政府は故宮博物院から 2,972 箱に及ぶ所蔵

品を精選して台北へと運んだ。これによって誕生したのが台北市の國立故宮博物院である。 

36 故宮博物院にある所蔵品を最初に展示したのは     である。 

馮玉祥 溥儀 蒋介石 国民政府 

37 1925 年のとき     。 

溥儀が紫禁城にいた  馮玉祥が北京にいた 

溥儀が馮玉祥を紫禁城から追い出した 溥儀が清朝の美術品を点検した 

38 蒋介石が      宝物を南方に運んだ。 

 1925 年に 117 万件を超える 日中戦争のとき 1万 3,427 箱 64 包の 

 1937 年に 117 万件の   1948 年に 2,972 箱の 

39 蒋介石は      。 

重要文物を日本軍から守るために台湾へ運んだ 

重要文物を中国共産党から守るために南京へ運んだ 

重要文物を戦火から守るために南京へ運んだ 

重要文物を戦火から守るために台湾へ運んだ 

40 台北国立故宮博物院の所蔵品は     運んできたものである。 

 1925 年北京から  日中戦争後上海経由で 

 1948 年に上海から   1948 年に南京から 
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41 台湾人だからといって、みんなチャイナ服を着るという     。 

わけだ はずだ わけではない はずではない 

42 諺：雨降って、     固まる。 

木 地 水 風 

43 諺：聞いて     見て     。 

極楽/地獄 地獄/極楽 一文/百文 一時/一生 

44 諺：     を叩いて渡る。 

橋 石橋 鉄橋 木 

45 諺：立つ     、後（跡）を濁さず。 

猿 馬 牛 鳥 

46 あとで教室を使うので、鍵は閉めないで     ままにしておいてください。 

あけるの あけたの あけた あける 

47 田中さんの電話番号を     人はいませんか。 

知る 知るの 知っている 知って 

48 子供のころ、母に野菜を食べ     ました。 

させられ させ され さし 

49 止まっていた車が     動き始めた。 

はなはだ ひとりでに わりあいに めったに 

50 私の知らないスマトフォンの機能は     たくさんありそうですね。 

またまた まだまだ ますます まずまず 

51 たった今電車が出た     です。 

つもり だらけ ところ とおり 

52 赤ちゃんが     歩く。 

まごまご すらすら かんかん よちよち 

53 虫歯が     痛む。 

むかむか ほかほか ずきずき ぶるぶる 
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54 夏     の服はありませんか。 

ふり むき てき ぎみ 

55 目が     と輝いている。 

うろうろ のろのろ こつこつ いきいき 

56 規則は     守らなければならない。 

あっさり あくまで いきなり ちっとも 

57 日本には昔から「一姫二太郎」という表現がある。下線部の意味を一つ選びなさい。 

一人の女性（一姫）が二人の男の子（二太郎）を生むこと。 

順番は関係なく、女の子一人と男の子二人の三人姉弟/兄妹。 

女の子が先生まれて、次が男の子という順番。 

女の子が生まれた後、男の子が二人生まれること。 

58 私は今まで、数え切れないほど、インタビューを受けて来ましたので、混乱してしまうのです。

下線部の意味を一つ選びなさい。 

数えないほど  知らないほど 

多すぎて数えられないほど 数えて切れないほど 

59 ある日ぼくは、長い報告書を     ボスの所に持って行きました。 

揃って まとめて 纏まって 集まって 

60 マスコミは彼女たちを「一卵性母子」と呼んでいる。下線部の意味を一つ選びなさい。 

本当の親子。 

異常なくらい仲がよい母と娘。 

双子のようによく似ている母親と娘。 

離れようと思っても一卵性なので離れられない母と娘。 

61 面白い番組だった、いろいろな謎が解けたと言ってくれた視聴者もいることはいるんです。下線

部の意味を一つ選びなさい。 

少人数だがいる。  いるときはいる、いないときはいない。 

大勢いる。  はっきりしないが、多分いる。 
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62 先生が台北にお出での節はご一報をいただきたく、よろしくお願いいたします。下線部の意味を

一つ選びなさい。 

いらっしゃる時は知らせてください 出かける時に報告してほしいので 

出発する前に報告してほしいので 旅行する前に知らせてください 

63 つまらないことのようですが、まず、背広を着慣れることです。下線部の意味を一つ選び

なさい。 

おもしろくないことかもしれないが 

背広を着慣れるのはつまらないことだが 

つまらないと、ばかにしないようだが 

取り立てて言うことではないかもしれないが 

64 先生や院生の先輩はいい練習台です。下線部の意味を一つ選びなさい。 

今までいい練習を積み重ねてきた人だ。 練習相手としてよい。 

台のように受けとめてくれる。 いい練習をしてきた人たちだ。 

65 1960 年代、神田にどんどんビルが建ちはじめ、木造の家を造る大工の出番は少なくなっていきま

した。下線部の意味を一つ選びなさい。 

大工が少なくなった。 大工が出る必要がなくなった。 

大工が出る順番が減った。 大工が必要なくなった。 

66 国際結婚     ディスカッションをしました。 

に対して にとって について によると 

67 涙が     流れて止まらなかった。 

さらさら へとへと ごろごろ ぼろぼろ 

68 これはなぞなぞです。問題：年  とったら３本の足  なる生き物はなんでしょう。答えは

「人」です。 

を/に が/と は/を が/を 

69 焼きのり     ごはん     少しのせます。 

に/を で/は を/が が/に 

70 中山駅は橋     渡って右     曲がる     あります。 

を/に/と が/を/に に/へ/が で/を/なら 
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71 明日テストがあるから勉強しなくてはいけません。下線部の縮約形を一つ選びなさい。 

勉強しといて。 勉強しちゃう。 勉強しじゃう。 勉強しなきゃ。 

72 当社ではお客様のご予算に合う旅行     を作っております。 

プラン ブランド プッシュ フライ 

73 あいつは新入社員なんだから、それぐらいのミスは大目に見てやれ。下線部の意味を一つ選びな

さい。 

注意して 許して 教えて 叱って 

74 友達に言われて初めて自分が間違っていることが分かった。下線部の意味を一つ選びなさい。 

気がついた。 腹がたった。 口が滑った。 目がくらんだ。 

75 三年付き合った彼女に見事にふられた。下線部の意味を一つ選びなさい。 

急速に 突然に 完全に 立派に 

 

墾丁国家森林遊楽区は日本統治時代に田代安定が創設した熱帯植物園  76  建設されました。現在は政

府の林業試験所  77  。面積 435 ヘクタール  78  園内には隆起珊瑚礁岩が広がり、1200 種以上の熱帯

植物  79  。また、青春映画「海角七号」の  80  墾丁人気が高まっています。 

76 文中の  76  にあてはまる語句として正しいものを、次の中から一つ選び、記号で答えなさい。 

が引き継いて を引き継いで が引き継いで を引き継いて 

77 文中の  77  にあてはまる語句として正しいものを、次の中から一つ選び、記号で答えなさい。 

を経営されています  に経営しています 

で経営されています  が経営しています 

78 文中の  78  にあてはまる語句として正しいものを、次の中から一つ選び、記号で答えなさい。 

に達する を達する と達する で達する 

79 文中の  79  にあてはまる語句として正しいものを、次の中から一つ選び、記号で答えなさい。 

を育てられています  が育てられています 

を育ってられています が育ってられています 

80 文中の  80  にあてはまる語句として正しいものを、次の中から一つ選び、記号で答えなさい。 

ヒットに ヒットで ヒットを せいで 


