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1 タクシーは前をゆっくり走るバスを＿＿＿。 

乗り越した 通行した 追い越した 通過した 

2 台湾の人気観光スポットといえば、故宮博物館、墾丁国家公園、中正記念堂などが見所です。 

 みしょ みじょ みところ みどころ 

3 ジタリアンミールのご希望は事前に承っております。 

うけたまわって うけたまって たまわって たまうけって 

4 彼は勉強＿＿＿、遊び＿＿＿、やるときは一生懸命にやるものだ。 

といえば／といえば  にしても／にしても 

としたら／としたら  にしては／にしては 

5 急いでホテルの会場へ行ってみた＿＿＿、誰もいなかった。 

 ところで でも ところ としたら 

6 このごろ太り＿＿＿なので、駅までバスに乗らず、歩くことにした。 

にくい 匂い 気味 げ 

7 台北行きの飛行機が悪天候で遅延してしまいました。 

 ちえん こくえん ちいん こくいん 

8 彼女はショックの＿＿＿、声が出なかった。 

とおり ことに とおりに あまり 

9 エコノミークラスのお客様の機内持込み手荷物に関しては、事前に調べておいたほうが無難です。 

でにもの てにもの でにもつ てにもつ 

10 駅の＿＿＿口を出たところで、待ち合わせしましょう。 

 切符 乗車 通路 改札 

11 百貨店のバーゲンセールのとき、開店と同時に数百人の客がなだれのように押し寄せてきました。 

津波 雪崩 雪波 波涛 

12 大雪で外は体がこごえるほど、寒くなりました。 

氷える 凍える 冷える 寒える 

13 ホテルを選ぶ＿＿＿十分に注意したほうがいいでしょう。 

にあてては にあたっては かと思ったら かと言えば 

14 急行に乗って、＿＿＿で降りてください。 

始発 終点 支払 終電 
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15 自然に恵まれた綺麗な観光名所ですが、虫が多いのに＿＿＿＿＿＿＿。 

閉口する 抵抗する 反発する 持参する 

16 乗客一人に＿＿＿7 キロの手荷物を持ち込むことができる。 

ついて 比べて 反して 関して 

17 観光地案内や宿泊のホテルなどを＿＿＿＿＿＿のが、ツアーガイドの仕事の一つです。 

手当てする 手加減する 手配する 手助けする 

18 彼女はデパートへ買い物に＿＿＿。ところが、財布を忘れたので何も買えなかった。 

行っている 行った 行く 行きました 

19 台北駅の近くに次から次へと新しいホテルが＿＿＿＿しました。 

チェンジ オープン オーバー オンナー 

20 地図＿＿＿に行ったのに、探しているホテルは見つからなかった。 

のあまり のとおり のとたんに のあげく 

21 ホテルや旅館に連泊する際、外出時には貴重品を＿＿＿＿に預けるのが一般的です。 

バック コーナー ホール  フロント 

22 普通の道が込んでいるようだ。時間がないから、＿＿＿で行こうよ。 

 高速道路 線路 運転 信号 

23 旅行中に財布をどこかに落としてしまい、＿＿＿＿探しましたが、なかなか見つかりませんでし

た。 

すやすや ほうぼう そろそろ じみじみ 

24 ＿＿＿を左に切ると、車が左に曲がります。 

トランク ハンドル ワイパー ブレーキ 

25 危ないですから、黄色い線の内側までお下がり＿＿＿。 

いただけますか さしあげますか いただきますか さしあげられますか 

26 出発の際にパスポートを紛失してしまったなんて、もってのほかだよ。 

役立たないこと 貴重なこと とんでもないこと 珍しいこと 

27 台風の被災地も、ゆっくりと復興＿＿＿つつある。 

し する させ させられ 

28 お酒はすこしなら体に悪くありません。＿＿＿ように注意しよう。 

飲み過ぎない 飲み過ぎる 飲まない 飲んだ 

29 山田さんは無能な人でも、相手を馬鹿にしたり、人を見下したりするような態度をとらないので、

会社のみんなに尊敬されています。 

図に乗った 人を食った 顔が広い 見栄を張った 

30 衝突事故で、2 時間以上＿＿＿電車が運休した。 

のうえで にわたって をとおして にくわえて 
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31 親＿＿＿みれば、大切に育ててきた子供が親離れして遠いところに旅立つのは心配事の一つであ

る。 

をして として にして からなって 

32 工事中に＿＿＿、この先、片側通行となっております。 

ついて よれば よって つき 

33 係員の指示＿＿＿、ゆっくりと降りてください。 

にしたがって にともなって につれて とともに 

34 毎年＿＿＿旅行に行っていますが、今年はお金がないので国内旅行にします。 

海外 外出 枠外 外見 

35 A:「ご注文の品を、お届けに＿＿＿＿＿＿＿。」 

B:「どうもありがとうございます。お疲れ様。」 

みえました あがりました おいでになりました おみえになりました 

36 いつ出発するかは＿＿＿として、とりあえず行くかどうかを決めましょう。 

もとより もちろん ともかく どことなく 

37 微力＿＿＿＿、これから両国の架け橋として文化交流に力を入れようと思っています。 

ながら だけに つつ すら 

38 いずれ＿＿＿、定期観光バスは動く寝室ではないことを強く認識しておくことだ。 

にしたら にすると にすれば にしても 

39 お客様が自分の意見を言い＿＿＿で、その発言に責任をとろうとしないのは適切ではありません。 

っぽい がち っぱなし 気味 

40 旅行会社側の予想に＿＿＿、その商品は売れなかった。 

反して 反面 一方で 一方の 

41 みんなの前でミスをさらされて、穴があったら入りたい＿＿＿＿恥ずかしかったです。 

より かぎり ことに ほど 

42 今回の台湾旅行の申し込みは、先着 101 名様に＿＿＿いただきます。 

限らせて 限れて 限って 限られて 

43 出発＿＿＿＿、もう一度時間を確認する必要があります。 

 にかけて に対して にあたって にあって 

44 彼は一人で旅立った。友達＿＿＿もとより、親にも声をかけなかったそうだ。 

のは どが のが には 

45 店員さんの態度が悪いし、運ばれた料理が生ぬるいし、このような店は、もう 2 度と＿＿＿まい。 

行く 行き 行か 行こう 

46 ＿＿＿ものなら、今すぐ日本へ飛んでいきたい。 

行く 行かない 行こう 行ける 
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47 なにもかも知っている＿＿＿＿、知らんぷりしていることは決して許されません。 

ところで くせに  だけあって のみならず 

48 駐車場まで 15 分なら歩け＿＿＿。 

こともない ないことはない ないではいられない ずにはいられない 

49 お客様のご要望＿＿＿＿、店内商品を 10％引きにてご提供いたします。 

にかけて にひきかえて において に応じて 

50 高雄の六合国際観光夜市では、中華料理＿＿＿＿＿、韓国、タイなど、各地のバラエティに富ん

だ屋台料理を味わうことができます。 

だけに  はもとより をとわず ばかりに 

51 台湾では「端午の節句」に行われるもっとも人気のある観光イベントは以下のどれですか。 

ししまい  サンドアート・フェスティバル 

ドラゴンボート・レース  ランタン・フェスティバル 

52 台湾観光をアピールするため、台湾観光局が考案したゆるキャラクターは以下のどれですか。 

タイワンダー オーベア（Oh Bear） OPEN ちゃん ガオトントン 

53 台湾観光の聖地巡礼では、台湾映画「悲情城市」の舞台で、ジブリ映画「千と千尋の神隠し」の

温泉街と似たような雰囲気が漂っている観光地が人気であるが、その観光名所は以下のどれです

か。 

礁渓 知本 北投 九份 

54 ただいまから、免税品の機内販売を始めさせていただきます。詳しくは機内誌をご覧ください。 

めんせいひん めんぜいひん めんせいぴん めんぜいぴん 

55 最近起こした交通事故＿＿＿、彼は車を運転しなくなった。 

をかねて をはじめ をさかいに おおいて 

56 時間の都合でお客様のご希望に添えない場合がございますが、あらかじめご了承くださいませ。 

りょうしょ りょうしょう  りょしょ  りょしょう 

57 お年寄りや体の不自由な人のために、席を＿＿＿。 

ゆずる さがる ひかえる ずらす 

58 旅行先で風邪をひくといけない＿＿＿、彼女はセーター3 枚をスーツケースに入れておいた。 

からには からといって からは からいって 

59 宿泊のカードにはお名前とご住所をご＿＿＿＿ください。 

記憶 記録 記入 記念 

60 彼は台北市内の西門町の歴史に＿＿＿資料を集める。 

答えた 比べて 関する 対して 

61 航空券の半券が必要だったのに、＿＿＿＿もらうのを忘れてしまいました。 

しっきり くっきり うっかり てっきり 

62 返事などが非常に冷淡で、あまりにも＿＿＿＿＿応対だったため、お客様からの苦情が殺到しま

した。 

そっけない もったない すばやい あわただしい 
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63 その店員は、細かいところまでよく注意が行き届いていて、サビースが非常にいいです。 

気が利いて  ものがわかって 人見知り 腹が据わって 

64 彼女は、自分の本当の年齢を他人に知られたくないので、実年齢より 5 歳ぐらい若く偽りました。 

耳を澄ましています  腹を割っています  サバを読んでいます 言葉に甘えています 

65 皆様、お時間になりましたら、会場へ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

お召しください お越しください お参りします お伺いします 

66 台湾の夜市の屋台で B 級グルメを満喫しました。 

まんき まんきつ みたき みたきつ 

67 お客様からのご依頼をきちんと達成するだけではなく、時にはその裏にある意図を忖度する必要

があります。 

すんと すんど そんたく そんだく 

68 彼はこちらに背を＿＿＿、窓際に立ち、外の景色をじっと見ていた。 

向けて 向かって 通して 通じて 

69 来月の旅行の＿＿＿を調節する。 

日程 元日 祝日 休暇 

70 車が故障して困っている＿＿＿、パトロールカーが来て助けてくれた。 

に先立ち うえに ついでに ところに 

次の文を読んで、適当な答えをそれぞれ一つ選びなさい。 

 「台湾はアジアに秘めた宝石です。いつどの時期に訪れても価値ある場所です。」これは旅行作家・

デビッド・コード（David Code）が台湾を絶賛した言葉です。台湾は、北回帰線が通過するオアシスで

す。2018 年は、「海湾旅行年」が正式にスタートします。これは、離島が擁する資源の特色によってセ

レクトされた亀山島、緑島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（列嶼）、東莒、北

竿を「台湾 10 島の探索」という商品ブランドで打ち出し、全国オールシーズン楽しめるホエールウォ

ッチングや海鮮食堂、灯台巡り、漁村のミニツアーなどを通じて地元での深旅を味わっていただこうとい

うものです。更に、「世界で最も美しい湾クラブの年次総会」が澎湖にて開催されますので、世界の海

湾ファンからも注目を集めています。台湾の多様的な特色を有する区分旅行の醍醐味は、一度ならずと

も二度三度と訪れる価値あるものです。フレンドリーな旅、スマートな旅、様々な体験の旅が存分に楽

しめる台湾。皆様のお越しを心よりお待ちしております。 

71 この文章に書かれている内容によると、台湾に訪れて価値ある時期はどれですか。 

春休み 夏休み 冬休み オールシーズン 

72 台湾の「海湾旅行年」が正式にスタートする年はどれですか。 

2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

73 商品ブランド「台湾 10 島の探索」にセレクトされていない離島はどれですか。 

望安島 緑島 漁翁島 亀山島 
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74 例の「世界で最も美しい湾クラブの年次総会」はどこにて開催されますか。 

 東莒 澎湖 蘭嶼 北竿 

75 台湾の離島で体験できない旅はどれですか。 

 ホエールウォッチング  海鮮食堂 

灯台巡り  スキー 

次の文を読んで、適当な答えをそれぞれ一つ選びなさい。 

 日本と欧米社会では、もっとも代表的な＜第三の場＞が飲食店であるという共通点は興味深い。 

 アルコールが介在しているとは言え、居酒屋のカウンターでは隣の客が他人であろうと、軽く会話を

交わすことは珍しくない。東京の日常生活において、 (76) そのような他者同士の気楽な交流が生じ

る場面は、あまり見られないだろう。 

  (77) 、日本社会では居酒屋や街角の喫茶店だけが＜第三の場＞になりうるというわけではない。例

えば、自宅に風呂があるのに、近所の銭湯が (78) 居心地のよい、社交的な場所に感じられるため、

週に何回も通う人にとって、その銭湯は（当人の）＜第三の場＞と見なせるだろう。ローカルな居酒屋

と同様に、同じ時間帯に行くと、だいたい同じような顔ぶれが集まり、そのうちにほかの常連たちと挨

拶や軽い会話を交わすことにもなるだろう。 (79) 、人によっては飲食店のみならず、銭湯も、早朝

のゲートボールのグランドなども、＜第三の場＞になりうる。 

 だが、現代の日本における代表的な＜第三の場＞はやはり赤提灯のカウンターだと思う。＜第三の場＞

の重要の特徴として、客がいつ一人で立ち寄っても、一人でいる感じがしないことが挙げられる。言う

までもなく、これはきわめて主観的で曖昧な基準であり、実際にどこを＜第三の場＞と見なすかはけ

っきょく各自の感じ方によって異なる。  

76 「東京の日常生活において、そのような他者同士の気楽な交流が生じる場面は、あまり見られな

いだろう。」とありますが、「 (76) その」は以下のどれを指しますか。 

居酒屋でお酒を飲むこと 同じ時間帯に居酒屋に行くこと 

軽く会話を交わすこと  居心地のよい銭湯に行くこと 

77  (77) にはどの語が入りますか。 

それだけではなく それ故に ですから ところが 

78  (78) 「居心地」の読み方として正しいものを一つ選んでください。 

いこごち いごこち いごごち いごこじ 

79  (79) に入る適当な語はどれですか。 

要するに それなら だとしても だが 

80 この文章の内容に合わないのはどれですか。 

＜第三の場＞とは、常連客にとって特定の行きつけの場所を指す。 

＜第三の場＞は常連客にとって非常に居心地が良いゆえに行きたくなるような場所である。 

居酒屋のみならず、常連客がよく行く銭湯は＜第三の場＞にもなりうる。 

＜第三の場＞特徴はその場でいつも一人ぼっちだという感じがするということである。 


