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1 「二枚舌」を使う人とは次のどれですか。 

グルメ志向の人 うそつきの人 よくしゃべる人 じっくり考える人 

2 「抜き差しならぬ」の意味は次のどれですか。 

大活躍する  刀がさびる 

動きがとれない  引き出すことができない 

3 「頭ごなし」の正しい使い方は次のどれですか。 

あたまごなしにものを取る。 あたまごなしに困る。 

あたまごなしに褒める。 あたまごなしに叱る。 

4 「あからさま」の正しい使い方は次のどれですか。 

あからさまに不満を言う。 あからさまに忘れる。 

あからさまに問題を解く。 あからさまに考える。 

5 「二種類の職業や立場を兼ねる」意味の「二足の【  】をはく」の【  】に入る語は次のど

れですか。 

ぞうり げた わらじ くつ 

6 彼のような縁の下の力持ちがあってこそ、我々は優勝できたことを忘れてはならない。「縁の下の

力持ち」とはどんな人のことですか。 

人前で中心になって働く人。 目立たず陰で努力する人。 

縁に頼って仕事をする人。 会社で一番実力を持つ人。 

7 「アイデンティティ」に当たる日本語はどれですか。 

身分・地位  知識・教養 

自己同一性・主体性  科学性・合理性 

8 「パテント」に当たる日本語は次のどれですか。 

特許 独占 卸売り 発明 

9 競技でハンディキャップをつけるのは何のためですか。 

試合を長引かせないため。 

大差がつかないようにするため。 

実力のあるものが必ず勝てるようにするため。 

規則に違反しないようにするため。 
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10 現在、台湾では、   写真が流行しており、復刻版なども出ています。 

レコード レトロ ナツメロ レトリック 

11 「いかものぐい」の正しい意味は次のどれですか。 

値段が安いものを食べること 何でもたべること 

暴飲暴食をすること  変なものを好んで食べること 

12 「一杯くわす」とはどういう意味ですか。 

おごる やりこめる ほめる だます 

13 「ノドもと過ぎれば」の下に、次のどれを続ければ、正しい表現となりますか。 

寒くてならぬ 風邪も吹き飛ぶ 熱さを忘れる 美味しさが残る 

14 お金を落として困っていると、見知らぬ人がお金を   。   に正しい言い方を入れなさい。 

貸した 借りた 貸してくれた 借りてくれた 

15 そんなこと   困ります。   に も正しい言い方を入れなさい。 

してもらっては してやっては してくれては してあげては 

16 丁寧に依頼する場合、次の言い方で適切でないのはどれですか。 

保証人になってくださいますか。 保証人になってくださいませんか。 

保証人になってくださいませんでしょうか。 保証人になっていただけませんか。 

17 台湾ではエスカレーターは急ぐ人のために左側   空け右側   並ぶことになっている。  

   に入る助詞はどれですか。 

が／を に／で で／を を／に 

18 南北   細長い台湾本島は、中央   通る北回帰線   挟んで、北が亜熱帯、南は熱帯地

域。   に入る助詞はどれですか。 

に／を／を に／が／に の／に／を の／で／が 

19 狭い通りをバイクが入り乱れて走っている。抜きつ抜かれつ、ちょっとでも隙間があれば斜めに

突入してくる。タクシーのバック・ミラーにハンドルの端が触れんばかりにすり抜けていく。文

章の内容に合わない叙述はどれですか。 

バイクがお互いに追い越したり追い越されたりする。 

バイクのハンドルはタクシーのバック・ミラーに触れた。 

バイクのハンドルはすれすれタクシーのバック・ミラーに触れそうになった。 

バイクは斜めに突入してタクシーをすり抜けた。 
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20 新しい機能つきの便利なスマホも、電池がきれてしまえば   。   に入れるのに も適切

なものはどれですか。 

それきりだ それまでだ それほどだ それだけだ 

21 深いかかわりをもった人は一人もいないが、幾人もの顔が重なり合って思い出されてくる。汽車

に乗りに来た   なのに、浮んで来るのは、なぜか人びとの顔ばかりであった。   に入る

も適切な言葉はどれですか。 

はず わけ ため よし 

22 日本料理は盛り付けの美しさ   、素材を生かした淡白な味に特色がある。   に も適切

なものを入れなさい。 

にもまして はおろか はさておき もさることながら 

23 窓の外を   見ていると、ちらちら白い雪が舞い降りてきた。   に も適切なものを入れ

なさい。 

見ることなしに 見るともなく 見たりして 見ていながら 

24 父も母も、これまではただ仕事ひとすじで、人生を楽しむゆとりなどなかった。海外旅行は 

   国内さえもほとんど見て回ったことがない。 

おろか とわず かぎらず わずか 

25 1999 年 9 月に起きた台湾中部大地震は、日本の阪神淡路大地震のマグニチュード 7.2 を   大

地震であった。 

上向く 上回る 上にする 上につく 

26 北港、新港への   はバスのみ。 

コミット アクセス クロス ターミナル 

27 「根回し」の正しい意味は次のどれですか。 

事前調整 事前検閲 事後観察 事後処理 

28 台湾の町歩きは意外なほど体力を消耗します。「消耗」の正しい読みは次のどちらですか。 

しょうこう しょうほう しょうぼう しょうもう 

29 台湾では台湾語が   。   の表現としてあまり適切でないのは次のどれですか。 

語られています 使われています 話されています 使用されています 

30 沿線には見どころが盛りだくさんで一日たっぷり   。 

楽しい 楽しみだ 楽しめる 楽だ 

31 台湾の温泉は水着、帽子を着用し、男女混浴の所が多い。気が   立ち寄って入浴してみては？ 

ついたら つけたら むいたら いったら 
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32 高統治機関である総統府は、竣工から一世紀近い歳月が過ぎた現在でもその風格は衰えること

はなく、   台湾を代表する建築物とされている。 

有無を言わせず 是が非でも いずれにせよ 名実ともに 

33 鹿港には昔   の町並みが残っている。 

まま ながら を込めて っぱなし 

34 車窓からは山と谷が続く美しい景色が続き、カメラ片手の旅に   観光路線だ。 

打ってつけの  取るにたらない 

勝るとも劣らず  取ってつけたような 

35 台湾の宿泊施設はそれこそ   あり、 高級のホテルから安宿までバラエティに富んでいる。 

良しから悪しまで  ピンからキリまで 

トップからビリまで  甲から乙まで 

36 バスターミナルに着き   ご連絡ください。 

途端 急遽 早速 次第 

37 台湾島にはもともとマレー・ポリネシア系の人々が暮らしていた。彼らは清国統治時代に

「生蕃」、日本統治時代に「蕃人」、そして昭和期には「高砂族」と   いた。 

名乗られて 呼ばれて 名乗らせて 呼ばさせて 

38 現在、台湾では国家機密に関わりのある官庁舎や私有財産である一部の物件   、古蹟物件は

一般公開を義務づけられている。 

をはずし をのぞき とべつに だけでなく 

39 台湾は 3,952 メートルの玉山   3,000 メートル級の高山が四十七も聳立する島である。 

からはじまり からはじめて をはじまりに をはじめとして 

40 後藤新平は 1898 年 3 月から児玉源太郎総督   民政長官を務めた。 

のもとで によって ともに にしたがって 

41 ヒラメの目は頭の一方に付いている。それがおかしい   、鯛の目のように両方に付け替える

ことはできない。 

というより からといって としたら のみならず 

42 輪切りにすると星形になる   、スターフルーツという名前がついた。 

だけに として ことから としたら 

43 市政府の付近一帯は広場になっており、近くに名所もあるので、散歩   見物するのもいい。 

までに がてら うちに あまり 
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44 ホテルのスタッフの対応もよく、安い料金   場所、設備ともよい。 

に反して にかかわらず のわりには をとわず 

45 ここに行くには人気のない所を通らなければならないので、治安のいい台湾   、遅い時間に

は行かないほうが無難だ。 

だからこそ とはいえ というより にしろ 

46 郊外にある見どころは公共交通機関が未発達のため、タクシーやレンタサイクルなどを利

用   。 

するに相違ない しようがない するものだ するしかない 

47 このフェリーは朝夕は込み合い、地元の人にとっては   足となっている。 

欠けられない  欠いていられない 

欠かさない  欠かすことのできない 

48 大雨でホテルから移動できない   、帰りの飛行機が予定の日に飛ばないということもある。 

ばかりか わけでなく というものの にもかかわらず 

49 台風シーズンには、台風が停滞して 1週間ずっと移動できないということにも   。 

ならないではいられない ならざるをえない 

なりえない  なりかねない 

50 当社ではできるだけ 新で正確な情報を提供する   努めていますが、現地の規則や手続きが

急に変更されることもありますのでご了承ください。 

ため よう ことが のに 

51 九份にはレトロな駄菓子店やカフェなどがあり、まるで時が止まった   錯覚におちいる。 

という かいう とのような かのような 

52 資料の送付を希望する人は、封筒に「観光資料送付希望」と明記して送る   。 

こと わけ はず もの 

53 瑞芳から九份、金瓜石   の一帯は、日本統治時代に金鉱町として繁栄した。 

をのぞんで にわたって にかぎって にかけて 

54 台湾の GDP（国内総生産）は 3848 億ドル   いる。 

に達して を到って に超えて を成って 

55 台湾の人口密度は一平方キロ   600 人以上で、世界有数のものとなっている。 

まわり わりに あまり あたり 

56 台北は市域人口が 263 万を数え、全人口の約一割を   。 

はかっている もっている しめている なっている 

57 ここの温泉の水温は 20 度前後だが、入っているとだんだん体が   してくるから不思議。 

ポカポカ パリパリ ポタポタ パタパタ 
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58 台湾は日本と   多神教の文化を持ち、道教、儒教、仏教を信仰する人が多い。 

一緒に 同時に 共に 同様に 

59 「豆沙餅」は小豆のあんこ   の乾いたお菓子。 

入
い

り 入
はい

り 入
い

れ 入
はい

る 

60 台湾を訪れる日本人渡航者は 2005 年に年間 100 万人   突破した。 

を に から まで 

61 大晦日なのに、残業   しなければならない人がたくさんいる。 

さえ しか だけ まで 

62 地元の人にも難しいバス路線。外国人観光客にとってはいう   。 

ことはない  にこしたことはない 

までもない  かぎりではない 

63 都市計画はその基盤になるデータをしっかり押さえることが大切だ。一人当たりの所得がどれだ

け   、生活レベルがどこまできている   、住居の大きさはどれほど   、そういうデ

ータが正確に把握されないと、バスステーションの設置も、ガスの設備も、学校の増設も計画で

きない。 

と／と／か や／や／など か／か／か から／や／まで 

64 道の両側にはアートっぽい店がずらり。小物や   、服などセンスの良い店が立ち並ぶ。 

アカウント アットホーム アンティーク アクション 

65 新竹の東門城は第二級古跡であり、   新竹の姿を今に残している。 

古き 古し 古けし 古かり 

66 経済の発展   人々の関心事も変化してきた。 

による にとって にしたがって において 

67 ホテルでは日本語が通じ、朝食付きで、ランドリーも無料で   のサービスが嬉しい。 

至るとも尽くさず 至りて尽くし 至るも尽くすも 至れり尽くせり 

68 台湾料理の種類は豊富で、ちょっとやそっとで   。 

食べかねる  食べきれない 

食べるわけにはいかない 食べるわけがない 

69 大陸奥地に分散して保管されていた故宮の財宝は、日本の敗戦   南京に戻された。 

にもとづき をつうじて によって にかけて 

70 内政部の発表   、10 月 6 日現在で地震による死者の数は 2295 人、行方不明 38 人となってい

たが、10 月末に死者は 2400 人を超えた。 

からすると について によって によると 
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台湾西南部に広がる平原には、嘉南大圳と呼ばれる灌漑用水路があり、大地を潤しています。水路の

総延長は 1万 6千キロに及び、灌漑面積は 15 万ヘクタールといわれています。その水源となっている

のが、烏山頭水庫と呼ばれるダムです。貯水池の面積は 1300 ヘクタールあり、ア  「台湾南部の水

ガメ」ともいうべき存在です。ちなみに、この工事は当時の日本領土内 大のもので、規模は愛知用水

の 2倍といわれました。 

烏山頭水庫は、八田與一という技師イ   設計されました。工事は 1930 年に完成し、降雨が不安

定で農業には不向きだった大平原は穀倉地帯へと生まれ変わりました。八田技師の功績は永久不滅とさ

れ、その偉業は世代を越えて今も語り継がれています。 

現在烏山頭水庫は全域がレクリエーションエリアとなっています。ゲートから右手のほうに進んでい

くと、八田技師記念室があります。小さいながらも充実した展示物があり、日本語のビデオも用意され

ています。裏手には放水口があり、機械室で稼動しているモーターは戦前のものが現役です。内部の見

学はできませんが、扉越しに様子をうかがうことは可能です。 

築堤の北端には西拉雅大飯店というホテルがあります。その南側に八田技師の銅像があります。台湾

は終戦後、国民党政府の手ウ  、日本にゆかりのある銅像や石碑が取り壊されました。しかし、この

銅像は八田技師を慕う人々エ  守られてきました。5月 8日は八田技師の命日ですが、この日には、

毎年欠かさず供養祭が行われています。 

71 「八田與一」の名前の正しい呼び方は次のどれですか。 

はたよいち やったよしかず やたよしかず はったよいち 

72 「貯水池」の正しい読み方はどれですか。 

ちょくすいいけ ちょすいいけ ちょくすいいち ちょすいち 

73 ア  に入る も適切な語はどれですか。 

まさに したがって 完全に あたかも 

74 文章の内容に合わない陳述はどれですか。 

台湾西南部の大平原はもともと農業には不向きでした。 

台湾西南部の平原は今は穀倉地帯です。 

八田技師記念室は小さいですから、展示物が充実しています。 

台湾は戦後、日本にゆかりのある銅像や石碑が取り壊された。 

75 イ  、ウ  、エ  に入る用語として、 も適切なのはどれですか。 

から によって で を通して 
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 明治末年、台湾に赴任した警官は徴税の促進にもあたった。森川清治郎は巡査として赴任した村で私

費で本を買い、子供たちに読み書きを教えるなど、村人の生活に配慮する人だった。歳入の欠如に悩ん

だ台湾総督府は、76 新たに漁業税を設け徴収に当たらせたが、森川巡査は当地が大変貧しく督税は不可

能であると、たびたび役所に報告していた。 77 重ねて徴税を命令された森川は、徴税の不可能

なことを上申したが聞き入れられず、 78 住民を扇動したと叱責された。森川巡査はこの叱責に

抗議し、 79 村の窮状を訴え自決を遂げた。村人は森川巡査を 80 、立派な廟を建て参拝するよう

になった。 

76  76 の読み方として適当なものをから一つ選びなさい。 

あらたに あたらたに あらしたに あたらしたに 

77  77 に入る も適当な言葉をから一つ選びなさい。 

それによって  それにもまして 

それにもかかわらず  それはそうと 

78  78 に入る も適当な言葉をから一つ選びなさい。 

そもそも あえて かえって またもや 

79  79 に入る も適当な言葉をから一つ選びなさい。 

また もう まだ もはや 

80  80 に入る も適当な言葉をから一つ選びなさい。 

敬い 尊い 拝い 祭い 


