
101 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 

等  別：普通考試 
類  科：外語領隊人員（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。
禁止使用電子計算器。 

 

代號：4602 
頁次：4－1 

1 大みそかから元旦にかけて台湾にいたら、台北 101 の花火が見られます。 
えんたん えんだん がんたん がんだん 

2 初めまして、添乗員の陳です。よろしくお願いいたします。 

そうしょういん そうのりいん てんちんいん てんじょういん 

3 夜の九份は、街並みには提灯がともされ、一段と幻想的な場所に変身した。 

ていとう ていちん ちょうちん ちょうとう 

4 1950 年より始まった六合観光夜市には、老舗屋台も少なくありません。 

ろうほうやたい ろうぼうやだい しにせやだい しにせやたい 

5 このすし屋さんは、ねんじゅうむきゅうです。 
年中無休 年中無給 年間無休 年間無給 

6 台湾TVドラマや、映画の   が始まります。 
ローケー地ツアー ロケー地ツア ロケ地ツアー ロケ地ツア 

7 今回のコースは、台北市内の人気   、例えば、忠烈祠、士林夜市、台北 101 などを回ります。 
スポート スボート スボット スポット 

8 台湾に来たら、足つぼ   を体験してください。 
マサージ マッサージ マッサジー マーサッジ 

9 最近   がはやっています。 
インフールエンザー イーフルエンザー インフルエーザー インフルエンザ 

10 林口霧社街は 2億数千万台湾元で   。 
作り上げられました 作り上げされました 作り上がれました 作り上がられました 

11 渋滞の   、到着時間はやや遅くなります。 
から ように ため ので 

12 台北に   、ぜひグルメを堪能したり、台湾文化を体験したりしてください。 
いるながら いるうちに いる一方で いるおかげで 

13 試験が終わった   、教室が騒がしくなった。 
とたん なり べし ほど 

14 この行列   、この店は相当有名でしょう。 
のあまり からといって からして とやら 

15 A:ここで、ご飯を食べてから、次の目的地に向かおうか。 

B:そうね。   どこかで食べておかないとね。 
いずれにしても いぜん いたって つい 

16 今回の海外旅行ですが、考えに   、台湾阿里山に決めた。 
考えるやら 考えたせいで 考えるおかげで 考えたあげく 

17 このまま、雨が降り続けると、土砂崩れの   ので、車で出掛ける際に、厳重に注意してください。 
のぞみがある わけがある 恐れがある 思いがある 

18 今回の水害は、二次災害を   ものであり、1日も早く対策を練り出さなくてはならない。 
引き起こしまい  引き起こしかねない 
引き起こしかたくない  引き起こしまずい 

19 初めの計画では台湾全土を   が、花蓮の景色人情に魅了されて、4 日間の旅は花蓮だけで終わってし

まった。 
回るはずだった  回っているべきだった 
回らないものだ  回ったことだ 

20 トイレ休憩は 10 分です。   後、早めにバスに戻ってください。 
用を済ます 用を済ました 用に行く 用に行っている 
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21 台湾には   の夜市がありますが、それぞれの特徴があります。 
おびただしい 盛大な 数えられない 数え切れないほど 

22 A:あのう、すみません。シャッターを   ませんか。 

B:はい。では、チーズ。 
押してもらえ 押されてもらい 押させてもらえ お押しにし 

23 この台湾観光情報誌、   いただけませんでしょうか。 
読まれて 読まされて 読ませて お読みして 

24 段差がありますので、足元に   。 
お注意にしてください  ご注意にしてください 
お注意ください  ご注意ください 

25 皆様、左手の方を   。日月潭です。 
ご覧してください  ご覧なさってください 
ご覧ください  ご覧なってください 

26 ここは、有名な黄金博物館です。これから、私が   。 
お案内なさいます ご案内なさいます お案内いたします ご案内いたします 

27 この町は、   のような、間口が狭くて奥行きの深い商家が立ち並んでいる。 
うなぎの寝床 へびの寝床 あなごの寝床 うつぼの寝床 

28 みんなの願いは、この   から脱出することです。 
谷底景気 鍋底景気 川底景気 海底景気 

29 個人商店だからといって、   でいいという時代ではない。 
茶わん勘定 湯飲み勘定 どんぶり勘定 箱勘定 

30 私は、   の気持ちで、心を込めてお客を迎えることを心がけている。 
世を捨てる 命数が尽きる 身を投げる 一期一会 

31 落札した工事は材料高で   。 
舌を出してしまった 足が出てしまった 油を売ってしまった 心を寄せてしまった 

32 このケーキのおいしさといったら、   。 
舌が落ちそうだ ほおが落ちそうだ はしが落ちそうだ 歯が落ちそうだ 

33    笑って人と接していくと、周りの人も明るくなります。 
にこにこ よちよち ぺらぺら すらすら 

34 日ごろの疲れは、アロマスパで   解消させましょう。 
くっきり くきっり すきっり すっきり 

35 今日は 4 時間もハイキングしたので、もう   です。これ以上、もう歩けません。 
くよくよ へとへと だらだら すたすた 

36 文句ばかり言われると、こっちも困る。 
もんぐ もんく ぶんぐ ぶんく 

37 新商品は来月販売することになっている。 
はんぱい はつぱい はつばい はんばい 

38 新しい試みは次々と実施されている。 
じっし じっしつ じつしつ じつし 

39 不景気のため、需要が低下すると予測される。 
しゅよう しゅうよう じゅよう じゅうよう 

40 創業 100 周年を祝う盛大なパーティが催された。 
もたらされた もよおされた もよされた もてなされた 

41 おくびょうになると何もできない。 
憶病 奥病 臆病 億病 

42 地震当日は、多くのきたく困難者が現れた。 
回宅 寄宅 帰宅 期宅 

43    と約束してくれたのに、また犯罪を犯した。 
足を洗う 手を洗う 足を染める 手を染める 

44    全力で難問に挑みます。 
腹を割って 腹を立てて 腹を下して 腹を決めて 

45 あまりにも忙しくて   。 
目が光る 目が回る 目が肥える 目が利く 
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46 あいつがリストラのリストに入っているのに、本当に   だ。 

花より団子 知らぬが仏 石の上にも三年 灯台下暗し 
47    遊びに行きたいです。 

きっと ぜひ 一定 決して 
48 この時期になると、雪は   降らないだろう。 

やっと さらに もう かならず 
49 彼はアルコールに弱くて、お酒は   飲みません。 

一切 必ず ぜひ 一定 
50 この機械は   電器を入れておく必要がある。 

まれに あまリ いくら 常に 
51 彼は上司   さんざん怒られた。 

より により に で 
52 今回の台風   多くの家屋が倒れた。 

で より から に 
53 熱帯に位置する島は一年   通じて気温が高い。 

に を が も 
54 大雪が降っ   、会社を休むことはない。 

て ては ても たら 
55 驚いた   、彼は 10 カ国語も話せる。 

ことに ように ものに ところに 
56 彼女は 40 歳   やっと子供が生まれた。 

とあって にして につれて をもって 
57 彼は約束を破ったきり、   。 

もう一度約束をした もう一度約束を破った すぐ謝りに来た 一言の挨拶もなかった 
58 日本語を話していたから、たぶん日本人   。 

ようだ べきだ だろう そうだ 
59 彼の夢もようやく実現   。 

しがちだ しかねない するかもしれない するおそれがある 
60 この産業には多くの可能性が   。 

秘められている 秘めている 埋められている 埋めている 
61 来年は大学受験だから、   。 

遊ばずにはいられない  遊んでばかりはいられない 
遊んでばかりいるわけだ 遊ばないわけにはいかない 

62 彼は金持ちで、   才能がある。 
しかも ないし または および 

63 犯行の新しい手口は大胆   巧妙である。 
と かつ あわせて ならびに 

64 ドアを開けた。   昔の恋人が現れた。 
そこで では それに すると 

65 彼は社長だ。しかし、   お金があるわけではない。 
だからこそ だからすると だからといって だからとして 

66 先生、ジュース   。 
はいかがでしょうか をいただきますか を飲みたいですか を飲みたくないですか 

67 それでは、本日のスケジュールについて   。 
ご説明になります お説明になります お説明します ご説明します 

68 多くの観客   、ありがとうございます。 
に集まってくださいまして に集まっていただきまして 
が集まってあげまして  を集まっていただきまして 

69 用事があるので、お先に   。 
帰らせてくださいます 帰ってくださいます 帰らせていただきます 帰っていただきます 

70 念のため、もう一度ご連絡先を   。 
教えてもよろしいでしょうか お聞きになってもよろしいでしょうか 
伺ってもよろしいでしょうか 訪れてもよろしいでしょうか 
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読解問題Ⅰ 次の文を読んで、各問題に答えなさい。 
 東大が秋入学を検討 
 日本では入学式は 4月、桜の咲く春に行われます。 71 世界では、多くの国で入学は秋がふつうになって

います。そこで東京大学では 5 年後の新入学生から、入学の時期を秋に変えようとしています。将来は日本で

も秋入学がふつうになるかもしれません。 
 外国の大学と新入学時期が異なっていると、学生の行き来が難しくなります。東大生が「海外に留学したい」

と思っても、その国の新学期が秋なら半年待たなければなりません。逆に、海外で学ぶ優秀な学生が東大に留

学しようと考えても、やはり半年待つことになります。72 このようなずれが壁となって、東大は外国の大学に

比べて、留学生が少なくなっているといいます。 
 ただし、秋入学になったら、卒業も夏になって、就職までに半年空いてしまう問題もあります。さらに、医

師や公務員になるための試験や司法試験の日程、小中高校の教育にも影響が及ぶなど、日本国内では様々な問

題が心配 73 。 
 しかし、 74 は世界に目を向けていかなければならないとして、東大は秋入学に本気で取り組むつもりで

す。実現には社会全体の協力が必要なので、ほかの大学や企業などにも加わってもらって、よりよい方法を検

討していくことにしています。（2012 年 1 月 31 日読売新聞より抜粋） 
71  71 に入れる言葉として、最も適当なものはどれか。 

そして しかし やがて それに 
72 「72 このようなずれ」とあるが、どんなずれか。 

東大と外国の大学の新学期のずれ 
日本の大学の卒業時期と就職活動時期のずれ 
東大が外国の大学に比べて留学生数が少ないというずれ 
東大が外国の大学に比べて優秀な学生が少ないというずれ 

73  73 に入れる言葉として、最も適当なものはどれか。 
しています されています をかけています をかけます 

74  74 に入れる言葉として、最も適当なものはどれか。 
あれから それから これから もとから 

75 文章の内容と最も合っていないものはどれか。 
東大は日本人学生が海外へ行ったり、外国人学生が日本に来たりすることを活発化していくために、入

学時期を秋に変更しようとしている。 
留学生が東大に入らない理由の一つとして、日本の大学の新学期と在籍している国の大学の新学期とが

違うからである。 
東大が新学期を秋にしてしまうと、今度は、就職や国家試験の受験などの時期とずれが生じてしまうこ

とが考えられる。 
東大の新学期入学時期の変更に応じて、5年後は日本の小中高学校の新学期も秋に変わる。 

 

読解問題Ⅱ 次の文を読んで、適当な答えをそれぞれ一つ選びなさい。 
 笑いは健康づくりにもってこいだという。病気で入院中の患者に漫才や落語などを聞かせ、大いに笑わせた

ら免疫力が上がった、という医療関係者の話を聞いたことがある。うその笑い   、ニッコリすると顔の筋

肉の作用で体内に良い刺激を与え、がんやストレスにも効果があるそうだ。大震災などの影響もあり、笑いの

少ない今の世だ。笑う門には福来る、と言うではないか。せめて口元と心の中では笑いを絶やさず、幸せな気

持ちで元気に過ごしたいと思う。 
76 「病気で入院中の患者に漫才や落語」とあるが、「漫才」の読み方はどれか。 

まんさい まんざい ばんさい ばんざい 
77 「うその笑い   」の中に入るものはどれか。 

だから だが にも でも 
78 「ニッコリ」とは、どのような意味か。 

堂々と笑う こっそり笑う ちょっと笑う 大いに叫ぶ 
79 「せめて」とは、どのような意味か。 

少なくとも 少しだけ 少ししか 少しぐらい 
80 以下の答えで間違っているのはどれか。 

筆者は笑って過ごしたいと考えている。 笑いは自粛した方がいい。 
常に笑うと免疫力が上がる。 今の世の中は笑いが多くない。 


