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代號：4602 
頁次：4－1 

1 勘定をして店を出る。 

こうてい かんてい かんじょう こうじょう 

2 山の温泉に湯治に行く。 

ゆじ ゆうじ とうじ とうし 

3 安穏に暮らす。 

あんのん あんい あんおん あんのう 

4 名残はつきないけれども、これで閉会にします。 

なのり なおり なのこり なごり 

5 一所懸命に勉強します。 

いちしょげんめい いちじょけんめい いっじょけんめい いっしょけんめい 

6 山で雪崩に出会ったが、無事に救出された。 

なみだれ なだれ なおれ ゆきまみれ 

7 あす都合がよろしいでしょうか。 

つごう つうごう つうこう つご 

8 寒くなると寝床から起き出すのがつらくなる。 

ねどこ ねゆか ねところ ねそこ 

9 外国為替などを扱う銀行が増えている。 

ためかえ かわせ いわせ かせい 

10 本年の稲作は平年を上回った。 

とうさく いねさく いなさく いなり 

11 このことが成就するまでは結婚しません。 

じょうじゅ せいしゅう せいじゅう しゅうじゅ 

12 式典は厳かに行われた。 

おごそかに おどそかに おろそかに おこそかに 

13 日本のGDPの半分ぐらいの規模に過ぎない。 

きぼ きぼう ぎぼ ぎぼう 

14 たいへん惨めな負け方をした。 

みきめな みじめな みどめな みかめな 

15 大きな行楽地では、迷子センターが設置されることが多い。 

まいこ みいご まいご みいこ 

16 1968 年に尖閣諸島の周辺海域に石油資源が埋蔵されている可能性があると指摘された。 

けんかく せんかく げんがく せんがく 

17 砂上の楼閣。 

さじょう さくじょう すなじょう しゃじょう 

18 デザイナーが時間と長年ちくせきしたノウハウを投入した。 

蓄積 積蓄 累積 積累 

19 祖父は意識不明のじゅうたいにおちいった。 

醜態 渋滞 重症 重体 

20 警察は犯人のゆくえを追っている。 

行向 行方 去向 方向 

21 マラソンのせんとう集団が見えてきた。 

先頭 先途 前導 前頭 
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22 あの人は大臣のうつわではない。 
格 具 器 腕 

23 今日はこのビルのいしずえを打ち込む日だ。 
礎 基 跡 碑 

24 大地震が起きそうだと聞いて    を抜かすほど驚いた。 
腰 胸 心 肩 

25 地獄の沙汰も、    。 
神次第 金次第 鬼次第 仏次第 

26 「お父さんのお仕事は？」「父は台北の法律事務所に    。」 
勤めております  勤めておられます 
勤めていらっしゃいます お勤めになっていらっしゃいます 

27 本日は、新製品の発表会に    心より御礼申し上げます。 
ご出席いたしまして  ご出席いただきまして 
ご出席していただいて  ご出席をいたしまして 

28 おいしいケーキを買ってきましたので、    。 
いただきませんか  お食べにいたしませんか 
お召し上がりになっておりませんか 召し上がりませんか 

29 A：「できましたら、この製品を使ってみていただきたいんですが。」B：「    。」 
申し訳ありませんが、それは、いけません 
たいへんすみませんが、今はそれをまだ使いません 
申し訳ございませんが、それは、ちょっと・・・ 
大変失礼いたします。それは、ちょっと使いませんね 

30 この店の店員は、お客に対する対応が    していて、気持ちがいい。 
のろのろ はきはき おどおど うろうろ 

31 父は退職してから、    年を取った。 
ぼうやり さっぱり しっかり めっきり 

32 プロ歌手になることを目指して上京したが、それは    夢に終わった。 
はかない くだらない たやすい ひらたい 

33 空気が乾燥していて、のどが    だ。 
ぐうぐう からから ぺこぺこ ぱちぱち 

34 自分の発表の番が近づくにつれて、胸が    してきた。 
どきどき へとへと すくすく ぴちぴち 

35 あいつの顔を見ただけで、    してくる。 
こつこつ ぼつぼつ ひしひし むかむか 

36 忙しくてばたばたしている。 
落ち着かない 充実している すばやく動いている 疲れている 

37 かぜを引いて、    。 
学校を休もう 薬を飲んでください 学校を休め 学校を休んだ 

38 非常に少ないことの例えは、どれか。 
鰐の涙 虫の涙 雀の涙 鬼の涙 

39 長い人生のしっかりした基礎を、    築いたほうがいいのではないかと思います。 
机の上にも十年 石の上にも三年 畑の上にも五年 山の上にも七年 

40 私は外の人からこう言われたら、きっとしゃくに触ったろうと思う。「しゃくに触る」の意味は、どれか。 
腹が立つこと おなかが痛いこと 恥ずかしくなること うれしくなること 

41 インド人はカレーを食べる時に、右手を使用する。    左手を使用しないという。 
あまり ときには 決して ときどき 

42 韓国映画はハリウッドに次ぐクオリティだと言ってもかごんではない。 
言い過ぎに相違ない。  言い過ぎに違いない。 
言い過ぎに決まっている。 まったく言い過ぎではない。 

43 「林先生は、私に辞書を貸してくださいました。」同じ意味の文はどれか。 
私は林先生に辞書を貸して差し上げました。 私は林先生に辞書を貸していただきました。 
林先生は私に辞書を貸してあげました。 林先生は私に辞書を貸していただきました。 
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44 山田さん    ほかには英語のできる人はいない。 

でも さえ より まで 

45 この機械は 100 円だまを入れ    すれば動き出します。 
しか ほど より さえ 

46     の日曜日だから、きょうは家でゆっくり休むことにしよう。 
とにかく せっかく さっそく あいにく 

47 閉店時間まで待ったが彼は    姿を現わさなかった。 
ついに ついでに つぎつぎに すでに 

48 病気になって    健康のありがたさが分かる。 
はじまって はじめて はじまりに はじめに 

49 今年になっても日本の経済は    低迷を続けている。 
まさか まだ まして めったに 

50 あたりはすっかり暗くなり、    雨まで降ってきた。 
おもに おまけに おもえば おそらく 

51 あと 30 分しかない。    していると汽車が出てしまう。 
くすくす うずうず ぐずぐず うすうす 

52 試験のとき、友達の答えを    見てはいけない。 
ころり こっそり こっくり ごとり 

53     どんなところに住もうとも、家族がいればいい。 
たとえば たとえる たとえ たとえて 

54 もう 10 月も半ばなのに真夏    暑い。 
みたく みたいそうに みたいように みたいに 

55 それは君自身で    ことだ。 
すべき すべきの すべきな するべきの 

56 冬山はベテランの登山家    、遭難する危険がある。 
というと といえども といえば といっては 

57 彼は自分ではできない    、いつも人のやり方に文句をいう。 
くせに なりに ものに ものなら 

58 散歩    、パンを買いに行こう。 
かぎり どころか がかり がてら 

59 警官はわたしたちの町を夜も    してくれる。 
バトンガ－ル パトロ－ル モノレ－ル パラソル 

60 日本では、硬貨を入れてかぎを開け閉めするようになっている、手荷物を預けるたなを    という。 
コインランドリ コインケ－ス コインボックス コインロッカ－ 

61 父は会社勤めをやめて    の花屋を始めた。 
田違い 野違い 畑違い 庭違い 

62 「だれかこの荷物を運ぶのを手伝ってくれませんか。」「わたし    手伝ってあげましょう。」 
は が を も 

63 植物の名前を図鑑    照らして調べる。 
を に から へ 

64 前日に 3 失策で敗れた千葉ロッテは、この日もミス    泣いた。 
に を が で 

65 日光がカ－テン    通って部屋に入る。 
に を まで で 

66 1 月 16 日    論文を提出してください。 
まで までに までで までが 

67 彼はまだ若いから、人生の経験    とぼしい。 
を から に で 

68 「だれか加藤さんの電話番号を知りませんか。」「たぶん山田さん    知っていますよ。」 
は が を も 

69 病気がはやくなおるように    神に祈る。 
と を で より 
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70 新郎新婦     ご親族の皆様に心からお祝いを申し上げます。 
ならびに それと また まだ 

 

日本の川の多くは、国土の中央につらなる山々をさかいにして、太平洋側と日本海側に流れています。山地

が海岸までせまっているため、大部分の川は短く、流れが急です。そのため、雨が降らないと水量が少なくな

り、春さきの雪がとけるときや、梅雨や台風のときなどには、水かさが増えて洪水をおこすことがあります。 

71 「つらなる」の意味はどれか。 
多く並べてある  たくさん並べている 
次から次へと出てくる  列になって続いて並ぶ 

72 「さかい」の意味はどれか。 
よりどころ 場所などの区切り 出発点 決められた範囲 

73 「山地が海岸までせまっている」の意味はどれか。 
山地と海岸は遠く離れている。 山地から海岸までの距離が遠い。 
山地から海岸までの距離が近い。 山地が海岸と平行している。 

74 「春さき」の意味はどれか。 
春になる前の時期 春のはじめのころ 春のつぎの季節 春の終わりのころ 

75 「水かさ」の意味はどれか。 
川の幅 川の水の量 川の流れの速さ 川の水の温度 

 

彼の家の近くに、小鳥屋があった。その小鳥屋に、ある日、一羽のオウムが来た。その声はとてもきれいで、

その声を聞くと一日中しあわせだった。その上に、そのオウムはいつもイタリア語で歌を歌っていた。彼の好

きな歌ばかりだった。毎日オウムの歌が聞けたら、どんなにすばらしいだろうと彼は思った。そして、とうと

う、彼はそのオウムを買ってしまった。オウムは一日中歌いつづけ、彼はしあわせだった。 

そのうち、友だちの家のパーティーに行くことになった。彼は、オウムにワイシャツとネクタイ、黒い服を

着せて、パーティーにつれていった。（76）友だちをおどろかせそうと思ったのだ。「どうしてオウムなんてつ

れてきたんだ」しかし、友だちはみんな（77）文句を言った。「まあ、このオウムの歌を聞いてくれよ。この

オウムは、イタリア語で歌を歌えるんだ」（78）「そんな、まさか」友だちはだれも信じなかった。彼は友だ

ちの一人にこう言った。「じゃ、賭けをしよう。イタリア語で歌わなかったら、一万円払うよ。でも、もし歌

ったら、君は一万円払うんだよ」「いいよ、払うよ」 

友だちは一万円を取り出した。すると、「私も賭ける」という人がふえて、20 人になった。彼はオウムに言

った。「さあ、歌ってくれ。お前のいい声を聞かせてくれ」しかし、オウムは歌わなかった。彼はあわてた。

「さあ、歌ってくれ。たのむ」しかし、オウムは歌わなかった。結局、彼は賭けに負けてしまった。家に帰る

と彼はナイフを出して、オウムに言った。「さあ、（79）今日の夕食は、オウムのサンドイッチだ」すると、

オウムは言った。「まあ、待ちなさい」「待つと、どうなるんだ」「次のパーティーでは、みんな 10 万円は

賭けると思いますよ」（村松黎（1994）『プケット・ジョーク神様、仏様』角田書店より） 

76 「友だちをおどろかせそうと思った」とあるが、どんなことで、おどろかせそうと思ったのだろうか。 
オウムを買ったことで  オウムが冗談を言うことで 
オウムが服を着ていることで オウムが歌を歌うことで 

77 友だちはみんな「文句を言った」という表現の意味は？ 
不満な気持ちを表す。  不思議な気持ちを表す。 
大変歓迎の意を表す。  話が文になったり語句になったりしている様子。 

78 「そんな、まさか」という表現の意味は？ 
オウムを連れてきてはいけない。 オウムがイタリア語で歌うはずがない。 
オウムの歌を聞いてもしかたがない。 オウムには人間のことばはわからないはずだ。 

79 「今日の夕食は、オウムのサンドイッチだ」という表現の意味は？ 
お金がないので、安いものを食べる。 もう歌を聞きたくない。 
一緒に食事をしよう。  お前を食べる。 

80 この話と違う内容が一つあるが、それを選び出してください。 
このオウムは人間の心理をよく知っている。 
友人はまた「彼」と賭けをしたがるだろう。 
友人はもう負けた「彼」と賭けをしたくないだろう。 
「彼」は毎晩サンドイッチを食べるらしい。 


