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1 Ｂ型は言いにくいことも歯に衣をきせず、ずばずば言う。しかし悪気は毛頭なく、腹の中はあけすけで、

こんなに気楽な相手はいない。 
わるき わるけ わるぎ わるげ 

2 「来賓を歓迎して行われる公式の宴会」に当たる外来語はどれですか。 
インフォメーション バリエーション レセプション コーディネーション 

3 結婚相手を決める場合は、何よりもお互いの相性が大事である。 
そうせい そうしょう あいせい あいしょう 

4 ハレの日に神様に捧げるお餅には、神様の魂がとどまっています。ですから鏡餅を食べると、その一年を

無病息災で過ごすことができるとともに、歳神様のパワーも分けていただくことができます。 
ぶびょういきさい むびょういきさい ぶびょうそくさい むびょうそくさい 

5 元日、あるいは年が明けてから初めて、その土地の氏神様にお参りするのが初詣。 
はつもうで しょもうで はつけい しょけい 

6 駅前にコーヒーショップならぬ「ウォーターショップ」がかいてんするそうだ。 

上の二重下線の部分と同じ漢字で書く言葉を一つ選びなさい。 
資金のかいてんを速くする。 雨や風が強すぎると、しかいが悪くなる。 
自分の都合のいいようにかいしゃくする。 試合のかいしの合図が出される。 

7 マスコミがふきゅうしている台湾では、一日中テレビを見て正月を過ごす人もいます。 

上の下線部分と同じ意味の言葉を選びなさい。 
宣伝してもなかなかふきゅうしない。 不眠ふきゅうの努力。 
湿気で材木がふきゅうする。 彼女の功績は永遠にふきゅうだ。 

8 毎年 1万人の命が交通事故で    いる。 
からかわれて さらわれて うばわれて はらわれて 

9 先生に叱られるかと思って、    しました。 
ふらふら はらはら ずきずき ぶるぶる 

10 この時計は３時    ちょっと過ぎたところ    、止まっている。 
が・を を・で に・で で・を 

11 夏休みは長いです。まず初めに海に行って泳ぎます。    、静かな山のお寺に行って、本を読むつも

りです。 
それでは それでも それから それなのに 

12 早春の候、皆様    はお元気のことと存じます。さて恒例になっております大木研究会の同窓会    来

たる 11 月５日に日比谷の帝国ホテル「光の間」にて催す次第となりました。ご多忙中ご面倒とは存じま

すが、右の返信用葉書    出欠の可否を書いて送ってくださいますようお願い申し上げます。 
に・を・を に・を・に が・に・で が・の・に 

13 父の兄の娘、    私のいとこが、その会社に勤めています。 
いわば つまり 結局 要するに 

14 「5000 円もするんですか。    中身が少ないですね。」 
それにしては それこそ それとも それだから 

15 ドライブに行くんですが、車を持っていないので、高さんに    つもりです。 
貸してやる 貸してくれる 貸してさしあげる 貸してもらう 

16 （先生の家を訪ねる） 

林「林ですが、先生は    か。」 

奥さん「ええ、    。」 
おります・お待ちになっていました おります・お待ちしておりました 
いらっしゃいます・お待ちになっていました いらっしゃいます・お待ちしておりました 
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17 彼女は年中ピーピーしている。 
彼女は年中鼻が高い。  彼女は年中口笛を吹いている。 
彼女は年中忙しくしている。 彼女は年中金がなくて生活が苦しい。 

18 恋人と結婚式を挙げたときの感激といったらなかった。「といったらなかった」とは、次のどの意味に当

たりますか。 
いったことがない。  言わなければならなかった。 
口では表現できないほどだった。 感激したものの、口では言わなかった。 

19 うちの子が使わなくなった三輪車があるんですけど、よかったら    。 
使ってもらえませんか  使ってあげませんか 
使わせてもらえませんか 使わせてあげませんか 

20 英語ができないばかりに、    。 
いい就職ができた。  なかなか就職が決まらない。 
スムーズに仕事を見つけた。 社内の希望の課に行けた。 

21 駅前は一日働き    で心も体もくたくたのサラリーマンがちょっと一杯ひっかけるのに格好の場所

なのです。 
だらけ まみれ ずくめ どころか 

22 「〜たとたんに」の使い方として、一番正しいのはどれですか。 
テレビが終わったとたんに、お風呂に入りなさいよ。 
テレビが終わったとたんに、勉強しよう。 
テレビをつけたとたんに、雨が降るだろう。 
テレビをつけたとたんに、テレビの後ろでパチッと音がした。 

23 スケジュールが    次第、すぐ知らせてください。  
決まり 決まる 決まった 決まって 

24 その教授は、自分の専門の研究をする    、好きな作家の翻訳をすることを趣味としている。 
がてら かたわら かたがた ばかり 

25 私は心配事があると、    眠れず、寝たと思ったら朝になっている。 
ついに どうにか なかなか きっぱり 

26 来月 10 日のコンサートの前売り券は、    全部売り切れました。 
ぜひ どうか まだ とっくに 

27     買った宝くじが、10 万円あたった。 
たまたま 今さら いったん そろそろ 

28 「一日の仕事を終えた後は、冷えたビールに限る」の一番正しい意味はどれですか。 
冷えたビールが一番いいです。 冷えたビールしかありません。 
冷えたビールに制限されています。 冷えたビールだけはだめです。 

29 今後、図書館の利用者が増える    、本の数をもっと増やそうと思っている。 
一方 ばかりで につれて にしたがって 

30 今日は三連休    、全国の行楽地は家族連れの観光客で賑わいました。 
とあって のせいで からこそ ところから 

31 私は自治会費の値上げに反対です。年金生活者    今の収入では食べて行くのが精一杯です。 
によって にとって に対して について 

32 何より心地よいのはきめの細かいサービスである。    の場所にいるクルーたちの存在は、空気のよ

うに自然で、安心感がある。 
思わず知らず 当たらず障らず 言わず語らず つかず離れず 

33 おでんを食べながら、    友人、知人とお酒を飲んでいると、体ばかりでなく心の中までぽかぽかと

暖かくなってくる。 
気のおけない 気のすまない 気が気でない 気が利かない 

34     の顔も三度 
鬼 仏 弁慶 武士 

35 母は    、自分の年齢を二、三歳若く言っている。 
鯖を読んで 閑古鳥が鳴いて 鵜呑みにして 海老で鯛を釣って 

【36～40 問の文の下線部の読み方として、最も適当な言葉を ABCD の中から一つ選びなさい】 

36 電車は 30 分も立ち往生し、乗客はぶうぶう言った。 
たちおうせい たちおうぜい たちおうしょう たちおうじょう 
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37 となりの芝生が青く見える。 

しせい じぜい しばふ しばい 

38 観光ガイドをやっている林さんに頼んで、日本の伝統的な八百屋に連れて行ってもらった。 
はちひゃくや はっぴゃくや やおや やよや 

39 京都の祇園祭が終わったばかりということで、街中でまだ祭りの名残が点々と残っている。 
なのざん めいざん なごり なざん 

40 仙台は杜の都としてよく知られ、2 泊するのに値する街です。 
あさい あたい あらい あわい 

41 「石の上にも    」とは、じっと辛抱すれば、必ず成功するという意味です。 

【設問の鉤括弧の中の    に入る最も適当な言葉を ABCD の中から一つ選びなさい。】 
一年 二年 三年 四年 

42 年末になると、「    の手も借りたい」ほど忙しくなる。 
しし いぬ ねこ とら 

43 信州には、「    に引かれて善光寺参り」という有名な諺があります。 
うし ほとけ ひじり うま 

44 「風が吹けば    が儲かる」という諺の起源の話は大変面白いと思われる。 
かさや おけや くつや にくや 

45 台湾のことわざにも「    も積もれば山となる」と同じような意味のものがある。 
ゆき ちり いし あり 

46 貯金箱にお金を    貯めて将来海外旅行に使おうと思っている。 
ほくほく わくわく こつこつ ぶつぶつ 

47 旅行中、毎日雨ばかり続いてもう    でたまらなかった。 
ぐったり うんざり げんなり しょんぼり 

48 セクハラ、マタハラ、パワハラ、職場はハラスメント    です。 
だけど だけに だらけ だらし 

49 日本の遠い昔に思いを    ながら名跡を尋ねたい。 
あせ かぜ はせ みせ 

50 焼き    のパンを買う人が、駅前のパン屋に並んでいる。 
ばかり ところ たて だけ 

51 働く時は働き、遊ぶ時は遊ぶと    をつけて生きていきたい。 
ちがい けじめ まちがえ ことなる 

52 旅行中は外食が続いて、野菜不足になり    です。 
がち ぽい ぎみ ます 

53 今日中にはとてもやり    ほど仕事がたくさんある。誰か協力してくれないだろうか。 
すぎない きれない かねない たりない 

54 気のせいか、台湾はなんだか日本より    。 
寒いそうだ 寒いようだ 寒いらしい 寒さのようだ 

55 身分証明書やパスポートは金庫に入れて大切に保存    ください。 
されてあって されておいて しておいて してあって 

56 初めて海外旅行に行くんですか。初めて海外旅行に    日本がいいですよ。 
行くのなら 行けば 行ったら 行くと 

57 台湾観光ガイドブックは、外国人の観光客にもわかる    、5 か国語で書かれている。 
ように ために そうに とおりに 

58 自分のミスで客に迷惑をかけたのだから、私が謝りに行く    。 
に限る まい ほかない ざるをえない 

59 カタログを見て気に入ったが、買うかどうかは、実際に商品を見た    決めようと思う。 
以上 上で うえに 末に 

60 さんざん迷った    、会社を休んで日本へ旅行に行くことにした。 
だけに あげく ばかりに つつも 

61 部屋は    さえあれば、家賃が少し高くてもかまわない。 
きれい きれいだ きれいで きれいに 

62 旅行中に金とパスポートを盗まれて、泣くにも    。 
泣く 泣ける 泣かない 泣けない 
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63 富士山に登った時、道に迷って、何時間も    、やっと山を下りることができた。 
歩きながら 歩きに歩いて 歩いて歩くと 歩こうとして 

64 香港の人は、プーアル茶などのお茶を飲みながら、    するのが好きだ。 
つれづれ話 さまざま話 よもやま話 なにげない話 

65 急だったけれど、航空会社に電話したところ、    。 
明日の切符が取れた  明日の切符が取れただろう 
明日の切符を取ろうと思う 明日の切符は取れないだろう 

66 クレジットカードは大変便利な    、つい必要以上に買いすぎてしまう危険がある。 
かわって かわりに あのかわりに そのかわりに 

67 飛行機を電話で予約した。チケットは当日空港に    、取れない。 
行ってからは 行ったところが 行ったついでに 行ってからでないと 

68 台湾は、日本からは    日本文化にも、出会うことのできる不思議な島である。 
消えたりして 消えつつある 消えてしまって 切っても消えず 

69 去年テニス部の部 たちと、魅力がいっぱいに詰まった台湾へ旅行に行った。 
人 位 員 士 

70 【下線の部分と意味が最も近いものを選びなさい】 
近頃調べた資料から見る限りでは、経済の先行きは楽観を許さない。 
資料を見たことは見たが 資料からわかる範囲では 
資料を見るだけでなく  資料だけでなく他のものも見て 
 

故宮南院、きょうプレオープン観光振興に期待高まる/台湾 
  （嘉義 28日 中央社）国立故宮博物院南部院区（故宮南院、嘉義県）が28日、14年以上の準備期間ア   プ
レオープンした。台湾の博物館史上最も重要な一里塚とされており、南部の観光振興に期待が高まっている。 
  テーマはアジアの芸術や文化。行政院（内閣）の張善政副院長は、「台湾文化の重鎮となるイ   、南
部の人の宝になる」と喜びを語る。 
  本来は 2008 年のオープンを目指していたが、デザイン変更や入札ウ   トラブルで遅れていた。国立
故宮博物院（台北市）の馮明珠院長は、「15 年前に初めてこの場所に来た時は一面のサトウキビ畑だった」と
振り返り、「感動的だ」と話した。 
  27 日夜にはライトショーが行われ、まばゆい鮮やかな光が建物や周辺に整備された公園を照らした。 
  一般への開放は 29 日から。故宮では台北と南院双方を組み合わせた「文化観光スポット」になればとし
ている。 
71 ア   に入る最も適切な語はどれですか。 

を通して を経て にいたって において 
72 「一里塚」の正しい読み方はどれですか。 

いちりんつか いちりつか ひとりづか いちりづか 
73 イ   に入る最も適切な語はどれですか。 

だけでなく どころか にせよ といえども 
74 ウ   に入る最も適切な語はどれですか。 

をまわる をめぐる に対する に応じる 
75 「まばゆい」と同じ意味なのは次のどれですか。 

まぎらわしい まぶしい いかめしい いさましい 
 

【下の文章を読んで、76 から 80 の中に入る最も適当なものを ABCD の中から一つ選びなさい】 
  「郷に入りては郷に従え」ということわざがある。これは、外国にいるときはその国の人と同じように行
動をする 76 という意味である。たとえ短期間の旅行 77 、旅先のマナーを守ることは重要である。 
  マナーとは、その国が長年かけて育ててきた文化のひとつである。自分の国ではない 78 、その国のマ
ナーを無視することなどしてはならない。せっかくの旅行なのに、あれもダメ、これもいけないとばかり言わ
れると、嫌な気分になる 79 だろう。しかし、その国の人への心配りを怠らないことがその国の旅をスムー
ズにするのだ。本来マナーとはとても合理的なものなのである。それに慣れれば、外国にいることがむしろ 80 
に違いない。 
76 ほうだ べきだ せいだ まい 
77 ては では ても でも 
78 ことから からいうと というより からといって 
79 ことはない こともある ことになる ことになっている 
80 快く感じられる 嬉しくさせられる だめだと言われる 嫌な気分にさせられる 


