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1 台湾大地震のときはちょうど南投にいた。地震のこわさは、いまになってもわすれ    しても忘
れられません。 
ような ように ようと ないように 

2 以上をもちまして、私の閉会のあいさつと    いただきます。本日はまことにありがとうござい
ました。 
かえて かえさせて かえられて かえさせられて 

3 本学の試験のルールで、30分以上遅刻した場合、試験会場には入れない    。 
ことになっている ことにしている ものではない わけにはいかない 

4 おさないときに父に早く死なれたので、母一人で兄弟 3人を育てて    。 
あげた もらった くれた いただいた 

5 小学校の時に、両親にバイオリンを    。 
習われました 習わせました 習われさせました 習わせられました 

6 暖冬なのでスキー場は忙しい    、ひまでしようがないんだ。 
にしても どころへ どころか にしたら 

7 MP3を持っていれば、いつでもどこでも自分の好きな音楽が          。 
ききます きこえます きけます きかれます 

8 もし店員がお客に対する応対が    していれば、お客は気持ちがいいのはいうまでもないことで
しょう。 
うろうろ にこにこ のろのろ はきはき 

9 あの人は新人の    態度がでかい。 
くせに ために たびに せいで 

10 車に    がついていたら、安心してどこへでもいけるんだね。 
カーネーション カーナビ カーソル カーディガン 

11 凱旋門風の    したアーチを構える、大きなつり橋が視界に飛び込んできた。 
くっきり みっちり どっしり つっぱり 

12 西門町のような    したムードではなく、静かで落ち着いている。 
ガヤガヤ がたがた モチモチ ソワソワ 

13 各種催し物を開く地域のコミュニティーホールとして利用される。催し物の読み方は次のどれでしょ
うか。 
うながしもの もよおしぶつ もよおしもの うながしぶつ 

14 地球温暖化を食い止められるかどうかは、全地球一人一人の努力    にかかっている。 
いかん しだい しまつ そばから 

15 世の中は持ち    持たれ    だから、お互いに助け合いましょう。 
とか、とか やら、やら つ、つ たり、たり 

16 大学に通う    塾でアルバイトをしたおかげで、学費はなんとか払えた。 
かたがた こととて かたわら それゆえ 

17 林君のような立派な若者こそ、わがチームにとって欠く    人材なのだ。 
にあたらない わけがない までもない べからざる 
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18 台北公演    、台湾各地で演奏会を開く。 
をこめて をかわきりに をかぎりに をもって 

19 このようなスキャンダルが報道されては、会社の名誉    から、善処してくれ。 
にたえる にほかならない にかかわる にかんする 

20 重要な会議をあした    、みんながてんてこまいだ。 
にあたって にあって にひかえて において 

21 短期交換留学が    、彼女は日本で博士号を取ろうという決心をした。 
かわきりになって きっかけとなって あたりになって おやりになって 

22 がんと戦っている彼は    やせ細っていた。 
しょんぼり くっきり ぐっすり げっそり 

23 あの先生は 30年の    を持つベテランの日本語の教師です。 
ポジション トレーニング レベル キャリア 

24 体の調子が悪くなったので、ヨーロッパ旅行を    。 
みあわせた みあげた みきわめた みならった 

25     立ち寄ったカフェで、ばったりと小学時代の恩師と会った。 
さりげなく なんとなく なにげなく あっけなく 

26 あのひとの奥さんは    されてきたので、いつも鼻を高くしています。 
ぺこぺこ ふらふら にこにこ ちやほや 

27 定年後、ボランティア活動に    、充実した老後をおくっている。 
したがって たずさわって おこなって つれて 

28 人の家を訪問するときは    電話で日時を決めたほうが基本的なマナーです。 
あらため あらたに あらかじめ あえて 

29 細い血管にメスを入れるのに見事な    が必要だ。 
腕先 腕首 腕前 腕立て 

30 試験のとき    、答えが思い出せない。 
に限って において にかけて につけて 

31 朝の通勤ラッシュはすごいと聞いていたけど、    ひどすぎる。これじゃ会社に着くまでに疲れ
てしまう。 
それどころか そればかりか それにしては それにしても 

32 空がとても暗いですから、午後は    雨になるでしょう。 
はっきり きっと なんだか 確か 

33 家の中を見回すと、食器戸棚と流し台の間とか、本棚と壁の間、階段下など、すきまがあちこちにあ
る。食器戸棚の読み方は次のどれでしょうか。 
しょっきとたな しょくきとたな しょっきとだな しょくきとだな 

34 早口の英語にはついていけない。患者の訴えにも意味が分からず、    があいづいた。 
クレーム クリーム クレーン フレーム 

35 このスープはへんなあじ    するから、飲まないほうがいいです。 
を が で に 

36 ガイドの張です。これから一週間    お願いします。 
よろしく どうぞ どうか なにとぞ 

37 明日の集合時間は    違って、朝の 8時になっております。 
みんな いつもと たいへん 毎日 

38 集合時間には    遅れのないようにお願いします。 
くれぐれも すこし たいへん どうも 
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39 バス代は全部で 2600円かかったから、一人    130円になります。 

すると あたり あたりに あたりの 
40 全部で 7500円なので、50人で    と、一人 150円です。 

かける たす かぞえる わる 
41 ここから故宮博物館まで車    40分ほどかかります。 

のて が に で 
42 今回のトイレ休憩は 20分    しか取れませんから、早く行ってきてくださいね。 

も は ぐらい に 
43 乗り間違いのない    バスのナンバーをちゃんと覚えておいてくださいね。 

ことに として ように ために 
44 迷子になると大変だから、単独行動    、必ず誰かと一緒に行動してください。 

しないで しなくて してなくて していらないで 
45 台南に    すぐ帰りのチケットを買ってくださいね。 

つくとき つくと ついたら つく場合 
46 中村さんはいつ来る    知っていますか？ 

か が か否か かどうか 
47 今後もフライトの変更などがありましたら、ぜひすぐ私に教え    。 

てほしいです てもいいです てもらいます ます 
48 連絡は以上です。…あ、    明日の出発時間は 9時です。 

それから そして それに しかも 
49 雨が    降ってきました。 

ぱらぱら いらいら ふらふら わらわら 
50 滑るから気をつけて    歩きましょう。 

ひょろり のろり ゆっくり うっとり 
51 コーヒー、    紅茶？どちらにしますか。 

また それに そして それとも 
52 今日午後から雨がふるそうですので、皆さん傘を    ほうがいいですよ。 

あった 持った つれた あげた 
53 この傘は手作りで、風    強いから、お勧めですよ。 

 も にも でも までも 
54 お土産にお茶を    と、喜ばれますよ。 

あげる もらう いただく くれる 
55 火事のとき、燃え    カーテンがいいです。 

づらい にくい がたい むずかしい 
56 一日にタバコを十 本 以上吸うのはよくないです。 

ほん ぼん ぽん っぼん 
57     話ではないが、トイレの紙は横のゴミ箱に捨てておいてくださいね。 

きれい きれいに きれいな きれいの 
58 お年寄りの方    この段差はちょっと厳しいと思う。 

に対して にとって について に関して 
59 台湾では、2009 年から煙害防止法を実施し、電車内、レストラン、ホテル客室など、屋内での喫煙が

制限    。 
する している される されている 

60 愛煙家の方は所定の    で喫煙しなければならない。 
エリアン エリア マニア アリーナ 
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61 台湾のATMは日本と違って、24時間お金を    ことができるから本当に便利です。 
くれる もらう 出る 引き出す 

62 台湾は    の使用が盛んです。 
シークレットカード シクレットカード クレジートカード クレジットカード 

63 駅やデパートなどの    は急ぐ人のために、左側を開けて右側に並ぶ。 
エスカレーター エスレーター エレベーター エスレベーター 

64 「これは日本で買ったかばんですか」「はい、去年日本へ    時に買いました」。 
行く 行った 行こうとする 行こうとした 

65 私は昨日 2時    起きていました。 
に で まで までに 

66 こんなに忙しい    全然手伝ってくれない。 
だけに なのに のに から 

67 今日会議がある    だったのですが、取りやめになりました。 
の わけ はず 次第 

68 「一期一会」は次のどれか？     
 3ヶ月に一度会うこと  一学期に一度会議すること 
１ヵ月に一度会議すること 一生に一度出会うこと 

69 一番うれしかったのは、たくさんの日本人と友達に    。 
なれました なれたことです なれたものです なれるのでした 

70 今回の作文は何について    いいですよ。 
書いて 書いても 書いたら 書けば 

閱讀文一：（詳細閱讀下列短文後，選出每一空格最適當的答案。） 
台湾北部、基隆市の海辺で  71  をしていた男性が、腰に結んでいた防水ケースをなくした。ケースには、
結婚前に妻から贈られた携帯電話が入っていた。男性は  72  。  73  、ケースは三日後、東方に 37 キロ
離れた台北県の海岸で、海洋公園救助員に  74  。電池は切れていたものの、水には  75  いない。救助員
は充電の上、通話記録にあった一番最新の番号にかけたら男性の妻が出た。 
71 タイピング ダビング ダイビング ダイニング 
72 おちこんだ すわり込んだ すべり込んだ ころがり込んだ 
73 そうして だから そのため ところが 
74 見つけられた 見つけた さがした ひろった 
75 つけて つかって つまって はいって 

閱讀文二：（詳細閱讀下列短文後，選出每一空格最適當的答案。） 
 台湾新幹線は日本の新幹線の車両技術を海外に輸出  76  初めてのケースで、台北市から高雄市まで、345
キロメートルを、最高速度 300㎞/h、100分で結んでいる。台湾では「台湾高速鉄道（略称：台湾高鉄、高
鉄）」と言うが、車両を日本の新幹線技術（700系をベース）を導入しているので、「台湾新幹線」とも呼
ばれている。当初はフランス  77  、ヨーロッパ製の高速鉄道（TGV）を導入  78  計画だったが、後に日
本の新幹線が逆転受注に成功した。しかし、当初のヨーロッパの基本設計や安全基準が色濃く残り、  79  
問題を一つ一つ乗り越えて開業にこぎつけた。台湾全土  80  一日生活圏とした台湾新幹線は、台湾のビジ
ネスや観光に及ぼす経済効果は計り知れないものである。 
76 で した している していた 
77 が好き が考えて がはじめて を中心に 
78 する した している していた 
79 多い たくさん いろいろ さまざまな 
80 は で を が 


