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1 心と体の 癒し を求めて、旅に出た人が多いようです。 
ゆうし いやし なおし やいし 

2 この店は 40 年の歴史がある 老舗 です。 
ろうぽ ろうぼ しみせ しにせ 

3 友達に久しぶりに会えると思うと、今から   する。 
びくびく わくわく きらきら くるくる 

4  ばんしょう 繰り合わせの上ご出席ください。 
万障 万章 万象 万請 

5 きょうは良い 日和 ですね。 
にわ にかず ひわ ひより 

6 「   」とは、「つまらないものでもないよりはまし」という意味です。 
後は野となれ山となれ  枯れ木も山のにぎわい 
立つ鳥あとをにごさず  ちりも積もれば山となる 

7 「一期一会」とは、「一生に一度の出会いのこと。また、人との出会いなどの機会を大切にすること」

という意味です。 
いちこいちえ いちごいちえ いっきいっかい いちきいちかい 

8 彼女はいつも自分の事は   、人の欠点ばかり指摘している。 
棚に上げて 眉をひそめて 手を焼いて 心にかけて 

9 「石の上にも三年」ということわざの意味は、「努力をすれば必ず道が開ける」、   「努力し続

けていればそれは必ず報われる」ということです。 
そのうえ つまり ところで けれども 

10 妻がブランドの定番バッグを   ほどほしがっている。 
鼻につく 歯が立たない 喉から手が出る 長い目で見る 

11 おじいちゃんはいつも他人の   ので、おばあちゃんが困っています。 
腰を入れる 口車に乗る 顎を撫でる 腕をふるう 

12 「   」とは、「風流よりも実際に役に立つものを大切にすること」という意味です。 
起きて半畳寝て一畳 絵にかいた餅 案ずるより生むが易し 花より団子 

13 先生のおかげで、日本語が少し話せる   なりました。 
ために ように だけに ばかりに 

14 今日は台風の影響で朝から雨が   降っている。 
ひんひん ぱたぱた ざあざあ ぎゃあぎゃあ 

15 少し大きい地震がきたときは、家屋がゆれ、戸や窓などが   と音がする。 
がだがだ がたがた ごろごろ ころころ 

16 桃園空港から台北市内への   は、 タクシーなら１時間弱、バスなら１時間くらいが目安です。 
アクセス アグセス エクセス エグセス 

17 前から飲みたかった   を初めて飲んだら、すごくおいしかった。 
タビオカミルクティー  タピオカミルクティー 
ダピオカミルクティー  ダビオカミルクティー 
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18 手術が無事に終わって   安心した。 
ぼうと ほっと かっと ぱっと 

19 空港行きのバスは 40 分に   ぐらいの割合で出ています。 
1 発 1 通 1 班  1 本 

20 ホテルの近くに台湾料理のお店が   かあります。 
何間 何軒 何家 何棟 

21 921 大震災で災害から学ぶということの重要性、必要性を改めて   。 
考えせされました 考えさせられました 考えさせできました 考えせれました 

22 子どもの頃、よく母から買い物に   。 
行かられる 行かられた 行かされる 行かされた 

23 ホテルで   、夕食に出かけましょう。 
一休みしながら 一休みしてから 一休みとたんに 一休みままに 

24 前から   指輪をきょう買ってしまった。 
ほしいの ほしいな ほしかった ほしだった 

25 昨日までおなかの調子が   。 
いくありません  いくありませんでした 
よくありません  よくありませんでした 

26 今夜台北市内の夜景が最も   見えるレストランに行く予定です。 
美しい 美しく 美しいく 美しいくて 

27 台北 101 ビルのカウントダウン花火は新しい年の幕開けにふさわしい   イベントですね。 
華やかい 華やかな 華やかに 華やかと 

28 東方美人は、烏龍茶と違って、紅茶に近い味と香り   する。 
を が に で 

29 このホテルの 1Fには、有料   利用できるビジネスセンターがあります。 
が に も で 

30 朝はいつも 7 時に起きて家のまわりをきれいに掃除して、   朝食の準備を始める。 
それで それから それのみ それほど 

31 旅行に行く   行かない   早く決めたほうがいいと思うよ。 
たり、たり なら、なら にしよ、にしよ にせよ、にせよ 

32 車の中から携帯で撮ったので、あまり   撮れていない。 
きれく きれいに きれいで きれいな 

33 台北は最新の情報発信基地   外国人旅行者にとって魅力満載の観光都市です。 
にあたって について として とあって 

34 気分は   ですね。ちょっと休んだほうがいいですよ。 
悪らしい 悪みたい 悪よう 悪そう 

35 添乗員はよく冗談を言って、客   笑わせます。 
に を と が 

36 夕べ夜市でおいしいとは   キウイジュースを飲んだ。 
言わかたい 言いかたい 言わがたい 言いがたい 

37 台湾の牛肉麺は、日本で言えば「ラーメン」   もんだね。 
みたい みたいな ようの ような 

38 大学の合格祝いに父が私に腕時計を   。 
くれました くださいました やりました あげました 

39 台北見物をしたいんですが、台北を一日で回る   どうすればいいですか。 
とは には にて では 
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40 毎日庭の植木や花に水を   。 

やります あげます くれます もらいます 
41 姉の子ども、   めいは一流企業への就職を目指して猛勉強中です。 

なぜなら すなわち ところが そのうえ 
42 先日車で駅まで   、ありがとうございました。 

送ってくれ 送ってくれて 送ってくださって 送ってくださりて 
43 先生に基本から   ので、よくわかりました。 

教えてくれた 教えてくださった 教えてもらった 教えていただいた 
44 皆さま、お部屋にお荷物を置かれたあと、7 時に 1 階のロビーに   。 

集合ください お集合ください お集まりください お集めください 
45 デジカメの電池が   ので、しかたなくケータイで撮影した。 

尽いた 尽した 切った 切れた 
46 台湾では"乾杯"のことを「カンペイ」(杯を   )と言い、飲みほさなければならないのです。 

交わる 交わす 乾く 乾かす 
47 駅の駐輪場に自転車がたくさん   。 

並んてあります 放してあります 止めてあります 止まてあります 
48 全客室にはインターネット接続用のイーサネットポートとケーブルが   。 

備わってあります 備いてあります 備っておきます 備えてあります 
49 （目上に）お名前は何と   か。 

申します 申されます おっしゃいます おっしゃります 
50 （団体客に）後の方、   。 

急ぎください 急ぎてください お急ぎください お急いでください 
51 （客に）どうぞ、ご遠慮なく   。 

お見ください ご覧ください 拝見ください 拝見してください 
52 先生、明日の運動会には父と母が   。 

参ります 伺われます いらっしゃいます おいでになります 
53 母が先生によろしくと   。 

言われておりました  申しておりました 
申されておりました  おっしゃっていました 

54 お隣の席はあいて   か。 
います おられます いっらしゃいます いらっしゃいます 

55 日頃感じた   をブログに掲載した。 
これあれ それそれ あれこれ あれあれ 

56 忠烈祠の衛兵たちは、   マネキンのようにぴくりとも動かない。 
さぞ まさか まるで めったに 

57 買いに行くのが   、ネットでも買えるよ。 
嫌だら 嫌のなら 嫌かったら 嫌だったら 

58 台湾では精進料理を食べる人   どんどん増えてきているそうです。 
に が の を 

59 故宮博物院   、大英博物館、ルーブル美術館、エルミタージュ美術館と並んで世界 4 大美術館の

一つです。 
に は より こそ 

60 台湾の美容院ではいすに座った   シャンプーをするのが一般的なのです。 
つもり とおり はず まま 
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61 食事の時、日本   茶碗を持たなくてはいけないが、韓国   持ってはいけないそうです。 
でも、でも では、では にも、にも には、には 

62 仕事が忙しくて、お弁当をゆっくり食べる   、お茶を飲む暇さえなかった。 
というより といっても としたら どころか 

63 阿里山のご来光を見るためには、夜が明けない   、起きなければなりません。 
たびに うちに わりに とともに 

64 5 年前に初めて台湾を   、中国茶の魅力にすっかりはまっています。 
訪れて以来 訪れるからには 訪れないからには 訪れることには 

65 台湾で温泉に行く   、どこがいいでしょうか。 
についで にしては としたら といっては 

66 うちの娘と   最近体重を気にしているので、必死にダイエットしている。 
すれば あれば したら きたら 

67 生きている   では、精一杯生きていこうと思う。 
ほど だけ かぎり とおり 

68 私がガイドになる   思いもしませんでした。 
なんだ なんて なんで なんらか 

69 受験する   、目標は合格することなのです。 
以上 以来 うえ なか 

70 高い熱を出しました。   会社を休みました。 
ところが それで 一方 しかし 

閱讀文選一：(請詳細閱讀下列短文後，選出每一空格最適當的答案。) 

  台湾では、紫は暗い感じの色である。赤はおめでた、黒と白は喪を、 71 表すことが多い。青は清朝

時代に貴人が用いた色 72 イメージがある。郵便ポストは緑に塗られている(《 73 》、速達用は赤)。
郵便局の建物も制服も緑で、郵便配達夫は「緑衣使者」と呼ばれる。緑の帽子は忌み嫌われる (昔、妻に売

春をさせる男を「戴緑頭巾」といった 74 から)。郵便配達夫も、帽子だけは緑でなく白である。 
   75 、日本では、紫は高貴な色とされる。赤はおめでた、黒は喪の色で、それぞれ白と組み合わせる

ことが多い。郵便ポストは赤に塗られている(そのほかに、都市には速達用の青ポストもある)。 
（金山宣夫『日本・韓国・台湾比較生活文化事典』大修館書店による） 
71 それこれ それぞれ つれづれ つくづく 
72 という といって とはいえ といったら 
73 そこで ただし たまに あるいは 
74 とき ところ もの こと 
75 それゆえ 一方 つまり そのため 

閱讀文選二：(請詳細閱讀下列短文後，選出每一空格最適當的答案。) 

  日本は国土が南北に長い 76 、気候も大きく三つ（冷帯<亜寒帯>、温帯、亜温帯） 77 分かれてい

ます。北海道は冷帯の、本州・四国・九州は温帯の、そして南西諸国や小笠原諸島などは亜熱帯の気候です。

日本の大部分は温帯に属している 78 、温暖で、四季がはっきりしています。 79 、地形が複雑なうえ

に、季節風の影響も受けるため、地域 80 差が大きいのも事実です。 
（致良日語工作室「日本の気候」『日本地理教室 1』致良出版社による） 
76 かわりに かぎり ため 反面 
77 で に が を 
78 のに ので くせに にもかかわらず 
79 まるで しかし もしかして たぶん 
80 による に関する とする として 


