
103 年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題 
等  別：普通考試 
類  科：外語導遊人員（日語） 
科  目：外國語（日語） 
考試時間： 1 小時 20 分 座號：              
※注意： 本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。 

本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
禁止使用電子計算器。 

 

 

代號：4402
頁次：6－1

1 このホームページで毎日外国為替レートをチェックしている。「為替」の読み方は次のどれでし

ょうか。 

 りょうがえ りょうがい かわせ ためかえ 

2 故宮とは、昔の宮殿という意味で、中国の北京にある紫禁城を指す。つまり、ここに所蔵されて

いる展示品は、もとは紫禁城にあったもの。下線部の読み方として、もっとも適当なのを ABCD か

ら一つ選びなさい。 

 ぐうでん きゅうでん みやどの みやどん 

3 常夏の台湾では、朝から冷し麺を食べるのも当たり前。下線部の読み方として、もっとも適当な

のを ABCD から一つ選びなさい。 

じょうか じょうねつ とこなつ つねなつ 

4 圓山の近くにある保安宮には、保生大帝が祭られており、無病息災や病の平癒に御利益があると

いう。下線部の読み方として、もっとも適当なのを ABCD から一つ選びなさい。 

 むびょうそくさい  ぶびょうけいさい 

むびょういきわざない ぶみょうそくさい 

5 老舗の和菓子屋さんの大福は 高！下線部の読み方として、もっとも適当なのを ABCD から一つ選

びなさい。 

ろうぽ しにせ おいぼ らうぶ 

6 東方美人は白毫烏龍茶とも呼ばれ、琥珀色のウーロン茶です。蜂蜜のような香りはウンカという

虫に噛まれるから。下線部の読み方として、もっとも適当なのを ABCD から一つ選びなさい。 

 とらしろいろ ちゃいろ こっはくいろ こはくいろ 

7 本日の会議のしゅっけつを確認します。 

 出欠 出勤 出席 出向 

8 仕事の効率を上げるため、新しい機械をどうにゅうした。 

 道入 同入 動入 導入 

9 明日の    は七時です。 

モニングコール モーニングゴール モーニーングコール モーニングコール 

10 台湾では大晦日に各地で恒例のカウントダウンイベントが    、各会場で人気歌手がライブ

を展開、各テレビ局が生中継しました。 

行い 行われ 実行され 進行し 

11 彼女を動物に    と、気まぐれなところがネコっぽいね。 

 たたえる こたえる たとえる くらべる 
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12 ウーロン茶や鉄観音など、台湾で    お茶は日本でも有名です。 

 とれる うわる ある あじわう 

13 「計画は必ず実行する」と彼は強く言い    。 

 切った 終わった 過ぎた 損なった 

14 炊き    のご飯ほどおいしいものはない。 

 すぎ あげ たて かけ 

15 観光客    のおみやげ店へ行って、買い物をする予定です。 

 むけ ため めあて あいて 

16 パールミルクティーは、台湾の定番ドリンク。大粒のタピオカがあれば_________お試し下さい。 

 是非 きっと なかんずく とりわけ 

17 台湾はあらゆる種類の中華料理を味わえるグルメの王国。なかでも台湾＿＿＿＿の屋台の食べ歩

きはどこでも楽しめる。 

だけでの とあって にとって ならでは 

18 彼女は    人形のようにかわいい。 

 たしかに たとえば まるで おそらく 

19 このかぜ薬はよく効くが、飲むと    眠くなる。 

 もうすぐ もう まもなく すぐ 

20 一か月    のご予定がお決まりで 2 泊以上宿泊なら、こちらのプランをおススメ！通常より

お得な料金で予約できちゃいます！！ 

 以上先 以前先 以外先 以降先 

21 ご無理とは思いますが、    お願いできませんか。 

とうてい なんか なんとか なんでも 

22 申し訳ありませんが、高橋はただいま席を    おります。 

 はずれて はずして はがれて はがして 

23 ちょっとした不注意でせっかくの努力が    になることもある。 

水の泡 猫の額 無駄遣い 焼け石に水 

24 お母さんの話によると、彼は子供の頃、泣き    だった。 

面 人 虫 鬼 

25 あんな下手な人がプロである    がない。 

こと もの わけ しか 

26 このレストランは安い    おいしいので、いつも客でいっぱいだ。 

 かわりに ついでに ゆえに わりに 

27 動物は自分を守るために、死んだ    をする。 

こと ふり もの はず 

28 この写真を    たびに、子供の頃を思い出す。 

 見る 見た 見ている 見て 

29 必要事項はこの書類    書き込んでください。 

 が に へ で 
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30 台湾のデパートが遅い時間まで営業しているのも、日本人    新鮮な驚きです。 

 に対しては については にしては にとっては 

31 マッサージ師は足に触った    、その人の体の問題がすぐ分かります。 

だけで だけに だけ だけど 

32 占い師さんに、30 歳    結婚できると言われました。 

 まで までに にかけて の前で 

33 あなたが言いたいことは、    金がほしいということでしょう。 

 したがって いわば いわゆる 要するに 

34 結論はまだ出ないが、    話を先に進めよう。 

 とにかく ところが ただ ところで 

35 新しい MRT が    、また遊びに来てください。 

 できるとき できては できるなら できたら 

36 果物    、有名なマンゴーかき氷は食べないといけません。 

 といえば といえども とはいえ とすると 

37 息子はベッドに入った    、寝てしまった。 

と ともない しだい とたん 

38 台中が発祥の太陽餅は、円形でパイ風の皮に包まれていて、餡に水あめが    。 

入れています 入っています 入られています 入ってあります 

39 冷房中は窓を閉め    こと。 

 てくれ ている てある ておく 

40 台風が接近しているのだから、観光は中止    。 

しざるをえない  するわけにはいかない 

せざるをえない  するわけがない 

41 お父さんは毎日早く出かけるのだから、日曜日くらいは    。 

寝てあげなさい  寝られてしまいなさい 

寝てしまいなさい  寝かせておきなさい 

42 航空会社に    「チェックイン荷物」は、エコノミークラスの場合 20 キロまでが無料です。 

 さずかる あずける あずかる さずける 

43 社員旅行の日程が下記のとおり決まりましたので、    。 

 お知らせします お知られます お知らせます お知らさせます 

44 夕食は海鮮料理を召し上がっていただきます。6 時半からの予定ですので、それまで少し    。 

休みなさい お休みしなさい お休みしてください お休みください 

45 「節度」の意味として、 も適当なのを ABCD から一つ選びなさい。 

 ほどあい 無駄の無い 肝心 切りつめること 

46 大きな荷物を機内に持ち込むと、自分が困る＿＿＿＿、他人にも迷惑を掛ける。 

ばかりか むしろ にもかかわらず 以上 

47 台北へ出張するから新店の友達を訪ねたい。＿＿＿＿先方の都合がよければの話だが…。 

というのは もっとも どころか ちなみに 
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48 すっかり暑くなりましたね。    今朝の新聞、読みましたか。 

 しかしながら ちなみに それはそうと それにしても 

49 お客さんにきちんとあいさつするくらい、    、言われなくてもやりなさい。 

 会社じゃあるまいし  子どもじゃあるまいし 

ガイドさんじゃあるまいし 世間じゃあるまいし 

50 あの社員は客の金を使ったのだから処罰    。 

してはいられないであろう されずにはすまないだろう 

するわけはないではないか せずともよいのではないか 

51     エレベーターを使わずに、階段をご利用ください。 

急ぐのときは 非常の際は 非常の折は 急用際は 

52 ここは観光名所にしては、    。 

訪れる人が少ない  訪れる人が多い 

訪れる人が一番好きだ 訪れる人があまり好きではない 

53 ステーキは大好物なんだ、_________。 

親食を立てるよ 食指が動くよ 中指はそそられるよ 小指が踊るよ 

54 セール会場に入るやいなや、彼女は________の勢いで目当ての売り場に走った。 

 脱兎 脱馬 脱虎 脱犬 

55 田舎でお正月お過ごしたら、丸いおもちが出てきた。おもちは四角いものだと思っていたので、

びっくりした。_________ものだ。 

 棚から牡丹餅  百聞は一見にしかず  

花より団子  所変われば品変わる 

56     は、瀬戸内海広島湾の島で、松島、天橋立とともに日本三景に数えられる。 

厳島 別府 蔵王 端島 

57 桃園国際空港は、台湾の表玄関＿＿＿＿言える国際線専用空港です。台北の南西約42㎞にあります。 

 でも ても とも ども 

58 ビザは相手国政府が発行する入国許可証で、パスポートと間違いやすい。通常はパスポートの査

証欄    スタンプが押されるかたち    発行される。 

 で、に で、で に、に に、で 

59 素食は、精進料理＿＿＿翻訳することもあるが、ちょっと違う。肉類は使わないし、仏教のお坊

さんの食事だから精進料理    は違いないのだが、肉類や魚介類と見た目も食感もそっくり

な料理もあるから不思議。 

を、と に、を で、と と、に 

60 台湾にせよ、日本にせよ、子どもたちにとっては、正月に    のは、なにより「お年玉」

です。 

 待ちかねている 待ちかねない 待ちそこねている 待ちに待たない 

61 「肉形石」は、故宮博物院でも    を争う人気の展示物です。 

 甲乙 上下 勝負 一二 
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62 飛行機に限らず鉄道や長距離バスなど、旅行中は長時間座ったままでいることが多い。短時間なら

＿＿＿＿6～8 時間以上座ったままになるなら、気をつけたいのがエコノミークラス症候群。これ

は、エコノミークラスだけではなく、ビジネスクラス等でも、長時間の着席によって下半身に血

液が溜まり、その結果血管内に血の固まりができてしまう病気だ。 

 やいなや はじめとする ともかく だけではなく 

63 道教の廟として知られている指南宮は、唐代の道士・呂洞賓を祀っている。黄昏時に訪れると台

北の夜景を楽しむことができる。ただし、カップルで行くと、呂洞賓の嫉妬を受けて別れること

になるとの言い伝えがある。信じるか信じないかは    。 

きわまりない あなたによって あなた次第 あたなを限り 

64 台湾のナイトマーケットは、本格的な中華料理のみならず、下町の味、小吃の種類も豊富で、

世界にその名を轟かせています。値段も手頃でおいしく、高級料理にも決して    。 

 及ばない  引けをとりません  

負けてはならない  見劣りしてはならない 

65 現在、台湾で発見されている温泉拠点は百数カ所にのぼり、平原、高山、渓谷或いは海域    、

至る所に温泉源があります。分布について    、北部の大屯火山系温泉の分布が も密集

しており、中央山脈の両側に沿って、北の宜蘭から南の屏東に至るまでが、温泉の数の も

多い地域で、台湾全域の八割以上を占めています。 

を問わず、言えば を言わず、話せば を始め、言うと をもって、言えば 

66 台湾は気候が温暖多雨で植物の生育が    、野鳥の生息に適しています。太平洋西岸の鳥

たちが北上する時の通り道にもなっており、留鳥、渡り鳥を合わせた数は 440 種類にも達し、

サギやアジサシなどめずらしい鳥も見かけられます。 

豊かんがため 盛んので 豊かだった 盛んなため 

67 蘭嶼は、台東県の東南にある島で、緑島同様、海底火山の噴火でマグマが海に流れ出し、固ま

ってできた火山島です。気候は多湿多雨で山間部は雨林がうっそうと茂っています。動植物

の種類も豊かで    ほどです。 

 ページを改められない 枚挙にいとまがない  

数える目がない  挙げるわけはない 

68 林森公園は日本統治時代にもともと墓地になっており、台湾総督だった乃木希典の母が埋葬され

たそうです。現にまだ、鳥居があり、日本統治時代の面影を今に    。 

 伝えています 伝わっています 受けつけています 受かっています 

69 日本の正月    、まず「雑煮」を思い浮かべる人が多いと思います。もともと雑煮は年神様

に供えた餅を神棚から下ろし、それを野菜や鶏肉、魚介などで煮込んで作った料理で「雑煮餅」と

もいいました。 

といえば になると とあれば をいうと 
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70 日本では古くから、家を建てたり土木工事をする前に、必ず「地鎮祭」を行ってきました。この

儀式を行うわけは作業をする    、その土地のケガレを清め祓って、土地に宿る神霊を鎮

めるためで、作業にとりかかる前の、いわば安全祈願のお祭りです。 

 において につき にあって に当たって 

読解問題 1： 

阿里山への交通は嘉義を起点 71 、鉄道とバスがあるが、おすすめは 72 鉄道。山間を

縫う 73 阿里山森林鉄道は世界中の鉄道ファンの 74「垂涎の的」。便数が少ないので予約は必

ず 75 が、少人数なら当日か翌日のきっぷが手に入るかもしれない。（ブルーガイド海外ハン

出版部『わがまま歩き 台湾』実業之日本社より）（請回答 71 題至 75 題） 

71  71 にもっとも適当なのを ABCD から一つ選びなさい。 

ともって でして として をもって 

72  72 にもっとも適当なのを ABCD から一つ選びなさい。 

 だんぜん きまって あんのじょう おもったとおり 

73  73 にもっとも適当なのを ABCD から一つ選びなさい。 

そうに ように ために だけに 

74  74 「垂涎の的」の読み方として適当なのを ABCD から一つ選びなさい。 

 ていねんのや すいえんのや すいえんのまど すいぜんのまと 

75  75 にもっとも適当なのを ABCD から一つ選びなさい。 

 入れておきたい  入れてあります  

入ってみたい  入らなくてはならない 

読解問題 2： 

波や風に浸食された風景で知られる新北市の「野柳地質公園」の象徴「女王頭（クイーンズヘッ

ド）」が倒壊の危機に 76 。 77 風化で首の部分が年々細くなっているためで、観光当局は

世論調査など 78 民意を問い、人工補強するか自然に任せるかを決める方針。観光の 79 目玉の

保存を訴える声が上がる 80 、自然が生み出した岩だけにその取り扱いは議論を呼びそうだ。

（請回答 76 題至 80 題） 

76  76 にもっとも適当なのを ABCD から一つ選びなさい。 

ひんしている めんしている ひたっている あふれている 

77  77 にもっとも適当なのを ABCD から一つ選びなさい。 

 かぜか ふうか ふうが ぶうか 

78  78 にもっとも適当なのを ABCD から一つ選びなさい。 

が に を で 

79  79 にもっとも適当なのを ABCD から一つ選びなさい。 

めたま もくだま めだま もくたま 

80  80 にもっとも適当なのを ABCD から一つ選びなさい。 

 一方 ほど ところ くらい 


