
98 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 

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。
本試題禁止使用電子計算器。 

 

代號：4407 
頁次：4－1 

1 2009 年から台北の木柵動物園には大陸贈呈のジャイアントパンダが   います。 
二足 二台 二匹 二枚 

2 あの男性客はホテルのロビーの椅子に   と座って、タバコを吸っています。 
ゆったり ばたばた ごたごた くねくね 

3 （客に）世界 3大森林鉄道のひとつ「阿里山鉄道」へご乗車して、嘉義から阿里山までの眺めを 
   とお楽しみくださいませ。 
しっくり ほんのり すらり じっくり 

4 日本に行ってみるとよく分かることだけど、日本の地下鉄線は沢山ありすぎて、行きたいところへ行

くのにも、よく調べないと、どの線に乗るんだか   分からない。 
さっぱり もっとも ゆっくり あいにく 

5 日本では、結婚披露宴の時間は   守るけれど、台湾は多少遅れて出席してもかまわないようです

ね。 
めっきり そっくり きっちり ばったり 

6 まだ五月なのに、嘉義の暑さは   真夏のようです。 
それで これで そこで まるで 

7 観光地のレポートは、アンケートをもとに追加してありますので、   参考にしてください。 
確かに 一定に 是非 明らかに 

8 台湾はその大部分が亜熱帯気候に属し、１月～２月の平均温度は 14℃と冬は   寒くはないです。 
それほど あれほど どれほど いかにも 

9 昨日は   雨だったが、私は外出した。 
おそらく かねて あいにく こぞって 

10 駅の近くを何度も   回って、やっとホテルにたどり着いた。 
ぐるぐる ばたばた ざぶざぶ がんがん 

11 ホテルのロビーにある椅子に座って、雑誌を   していると日本人の友達が歩いてきた。 
がさがさ ぱらぱら どやどや ちんちん 

12 台湾版定額給付金と言うべき「消費券」の給付が始まったが、「消費券」を受け取りに    

   やってきた指名手配犯が 10人近くもつかまる珍事も起きていて、面白いことだ。 
そろそろ のこのこ ぎくぎく ざわざわ 

13 大ヒットになった台湾映画「海角七号」を見に行って、笑いっぱなしだったけれど、ちょっと   と

したところもあった。 
くるり ほろり そろり のろり 

14 中華航空のカウンターの前に立っている   服を着た男性が現地ガイドですから、あの人の前に集

合してください。 
黒がましい 黒っぽい 黒くさい 黒ったらしい 

15 台北で出くわした台湾人の日本語は   日本語だったが、意味はよく分かった。 
素晴らしい たどたどしい いぶかしい 苦しい 

16 台北捷運木柵線は台北市内の東側を南北に貫く路線であり、他の路線と異なり、新交通システムタイ

プの車両が   。 
歩いています 走っています 跳んでいます 乗じています 

17 私は台北で人に道を聞いたら、親切に教えて   。 
くれました やりました あげました きました 
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18 私は乗り物酔いがひどいのですが、一時間は大丈夫です。しかし、もう１時間も車に乗っていますか

ら、これから運転席の後の席に座るつもりで   。 
いました ありました います あります  

19 集合時間に遅れたので、ガイドに   。 
注意した 注意される 注意された 注意する 

20 観光バスから降りると、ガイドは交通安全のために必ず旅客に歩道を   。 
歩かせる 並ばせる 歩かされる 並ばされる 

21 「   」と言う諺は非常に忙しく、働き手が不足している様子の喩えです。 
猿の手も借りたい 熊の手も借りたい 鹿の手も借りたい 猫の手も借りたい 

22 「   」と言う諺は労せずに幸運を得ることの喩えです。 
棚から牡丹餅 棚から団子 棚から銭 棚から黄金 

23 私はね、台湾は初めてですがね、いや、台湾は素晴らしい。「   」ですよ。 
千聞は一見にしかず 万聞は一見にしかず 百聞は一見にしかず 億聞は一見にしかず 

24 この種のノートパソコンにＰＤＡがつけば、携帯ツールとしては、「   」だと思う。 
鬼にも十八 鬼に金棒 鬼は外 鬼は福 

25 「臥薪嘗胆」と言う諺は目的を成し遂げるために、艱難辛苦をすることと言う意味です。 
かしんひょうだん かしんじょうだん がしんしょうたん がしんびょうだん 

26 あの子は人の家に来ると、借りてきた   のようにおとなしくなる子だねえ。驚いたよ。 
鼠 猫 羊 犬 

27 「焼餅焼き」と言う言葉は   を意味します。 
嫉妬深い人 情が深い人 執念深い人 真心が深い人 

28 「神輿」は日本の神社の祭の際に、神霊が御旅所などへ渡御するに当たって一時的に鎮まるとされる

輿である。 
かみよ かみこし みこし みのり 

29 日本人は祭りやスポーツをする際の習慣として、「鉢花」と呼ばれる布製のヘッドバンドを花く。 
はちまぎ ばちまぎ ばちまき はちまき 

30 米糠を発酵させて作るペースト状のものは「糠味噌」と呼ばれており、とても栄養がある。 
ぬがみそ ぬかみそ ぬがみぞ ぬしみそ 

31 「蒲鉾」とは、魚のすりみを板の小片に載せて、形を半円筒形に整えた美味しい食べ物です。 
がまほこ がまぼこ かまぼこ がまぼご 

32 中華料理は油っこい   、いくら食べ   、太らない。毎日、ウーロン茶を飲んでいるおかげか

なあ。 
ので、ては のに、ても から、ても のに、たり 

33 観光バスが台北にもうすぐ到着するころ、雨   でなく、雷   鳴り出しました。 
しか、も だけ、は さえ、を だけ、さえ 

34 日月潭に行きたいのだ   、ひどい暴風雨で無理な話だ   、そこをなんとか頼むよ。 
が、ので けれど、が から、ので けれど、で 

35 台湾   マンゴーかき氷は人気があります。 
に を で が 

36 貴方が休暇を有意義に活用したいなら、台湾へ旅行する   ひとつの方法だと思います。 
のも のに ので のを 

37 母親の食事の支度を手伝っている間   、彼女は母親の味付けを覚えるようになりました。 
で から に も 

38 父は私の顔   見れば、「がんばっているか。」と聞く。 
まで しか だけ さえ 

39 台湾ドルと日本円の換算はどうなっているのですか。現在の時点では、台湾「元」と言うのは日本円

でいくら   なのでしょうか。 
ごろ ぐらい だけ のみ 
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40 あれほど遠いところにあり   、太陽は人々に熱と光を送ってくれる。 

ながら ても ものの ので 
41 歴史的な背景   、台湾ほど親日的な国は世界に類を見ないと言われています。 

にもよって にもかかって にもして にもかかわらず 
42 彼女は元気   観光ツアーを楽しんでいたのに、急に病気になった。 

そうに ように らしい らしく 
43 今から行った   、間に合わないでしょう。 

ながら ても ところで けれど 
44 台湾の主な外来語はすなわち日本語であって、カンバン、ウンチャン、コンクリなどの他、日本語の

外来語、例えば、ビールなどの単語も、日本語の発音   残っています。 
そのままに そのよう そのらしい あるまま 

45 私たちが乗ったバスが高雄に到着した   、雨が降ってきた。 
すぐ ただちに しばらく とたん 

46 機内は禁煙となっております。   、ご乗客の皆様の携帯電話は電源をお切りくださるようお願い

いたします。 
しかし また そこで でも 

47 台北駅の近くにある大きなデパートで台湾製の洋服を買った。   、私は西門町へ行ってみた。 
あれから それから これから どこから 

48 台中公園のベンチに座っている人の中には老人も   、子供も   。 
いたり、いたり いれば、います いると、いたりし いれば、あります 

49 南部の日差しは強いから、帽子を   、日傘を   したほうが良いです。 
被ったり、差したり 帯したり、帯したり 付けたり、持ったり 着たり、持ったり 

50 日本人にとっては、台湾の歩行者用の信号はとても珍しく、信号が変わるまでの数秒を   で表示

されています。 
カウントダウン カウントタウン ガウントタウン カウンドダウン 

51 台湾のあちらこちらで、マクドナルド、ケンタッキー、モスバーガー、吉野家などの   を見かけ

る。 
ブァーストブード ファーズドフード ファーストフード ブァーズドブード 

52 林さんのおじいちゃんは酒好きで、お酒はいろいろな種類のものがあるけれど特に台湾の米酒に 
   。 
目がない 目をかける 目をこやす 目をつける 

53 明日から台湾へ旅行をする予定なのに、一昨日の朝から暴風雨で、明日の旅行のことを考えると 
   。 
気が置けない 気をつける 気が気でない 気をしない 

54 前の座席に座っていたら、あの乗客は   かも知れませんね。 
助かりません 助からなかった 助からない 助かる 

55 旅の途中で交通事故に遭うとたいへんですから、旅行保険を   おいてください。 
掛けて 翔けて 賭けて 架けて 

56 機内のマナーをきちんと頭   、損は一切ないだろう。 
に叩き込んでおけば で叩いておけば を覚えておけば が叩き入れておけば 

57 ホテルの部屋では靴を脱いで、スリッパを   ほうが楽ですよ。 
履いた 掛けた 着けた 被った 

58 泥棒が多いらしくて、窓やベランダは鉄格子のように囲まれているため、火災が発生すると   人

もいるようだ。 
逃げ切る 逃げ隠れる 逃げ帰る 逃げ後れる 

59 夏休みを利用して、外国に行ったら、病気になったのは   のかなあ。 
水臭かった 水を差した 水が合わなかった 水と油だった 
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60 私の子供は旅行先でいたずらばかりして、ずいぶん   。 
手を焼いた 腕が回った 頭が低かった 足を運んだ 

61 「光華商場」は秋葉原と神田を凝縮したような所で、秋葉原とは   台北の名所になることだろう。 
一味違う 人汗流す 何味違う 一肩入れる  

62    から、そんな派手な服を着ないでください。 
人目に立つ 人目に立った 人前を作る 人前を憚った 

63 彼女は「赤壁」と言う映画にも出演した台湾のトップモデルで、   てきれいです。 
素晴らしく 素敵らしく 恋しく 香ばしく 

64 台湾は湿度が高くて、夏場はかなり蒸し暑くなり、かびなども   から、長期滞在の予定なら、除

湿機などの対策が必要かと思う。 
生えにくい 生きやすい 生きにくい 生えやすい 

65 こんなに美しい台湾女性と結婚できるなんて、私には   ような、ありがたいお話です。 
惜しい もったいない 悲しい うれしくない 

66 あの人はどんなに   、絶対に笑わない人だ。 
面白くて 可笑しくては 可笑しくても 面白くもない 

67 日本語学科の女学生たちは   声で、一生懸命に日本語の歌を練習しています。 
銀を転がすような 金を転がすような 玉を転がすような 笛を転がすような 

68 彼女は世話好きと言うより   知人に悩んでいます。 
駄目な 嫌な 御節介な 間抜けな 

69 彼は午前１０時発の飛行機に乗ると言っていたから、もうすぐ着く   。 
べきです はずです ものです からです 

70 生活の中に浸透している台湾の人たちの厚い信仰心に私はひどく   。 
驚かせられた 驚かした 驚かす 驚かされた 

閲讀文一：（請詳細閲讀下列短文後，選出毎一空格最適當的答案。） 
日本人の 71 、学問的に優れていることが人生の成功と 72 関係にあると信じて疑わないため、どの家
族も、自分の子供たちが 73 仕事につけるように、より優秀な学校に送ろうと 74 なっています。有名
校に合格するためには、大変な勉強が要求されます。そして、子供たちがこの要求通りの努力をしているか

否かを見張る監督の役目は 75  母親にまかされています。 
（佐藤八郎『五花八門日本通』台灣東販股份有限公司による） 
71 どれもが 誰もが どこもが 彼もが 
72 相密な 曖昧な 関連な 密接な 
73 よりよい さらには よほど または 
74 熱気に さっきに やっきに 気楽に 
75 たいてい 普通に めったに 一般 
閲讀文二：（請詳細閲讀下列短文後，選出毎一空格最適當的答案。） 
日本人は内と外、それに内部の人間と外部の人間との違いを 76 意識している、とはしばしば指摘される

ところです。グループ内においては、 77 相互の 78 がうまくいっていて、有る種の深く根ざした一体
感、 79 が存在します。ところが、他のグループのメンバーに対しては、一定の距離感を置くようなとこ

ろがあります。外部の人々を、疑う眼をもって見ることもあるようです。この結果、異なったグループが共

同作業をするときには、きまってある種の 80 が生じるのです。 
（佐藤八郎『五花八門日本通』台灣東販股份有限公司による） 
76 強く 弱く 大きく 小さく 
77 ナンバー メンバー ドライバー アイスバー 
78 バケーション ビジョン コミュニケーション アクセス 
79 仲間意識 団体意識 総合意識 固体意識 
80 気安さ 気まずさ 気楽さ 気ぐるしさ 


