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1 木枯らしの吹きすさぶ荒野。 
こがらし きがらし きこらし きごらし 

2 悪気があってしたことではない。 
わるき わるぎ あくき あくぎ 

3 小間物の商いで生計を立てる。 
あきない  おぎない おこない つぐない 

4 君の判断は誤っている。 
ことわって かかわって あやまって ことなって 

5 のぼりは辛いが、下りは楽だ。 
さげり したり しもり くだり 

6 メールの返事を催促してはいけません。 
すいそく さいそく すいすく さいすく 

7 学校教育の目的は豊かな人間性をつちかうことである。 
養う 育う 栽う 培う 

8 A：去年の春、一緒に鎌倉へ行きましたね。B：ええ、    ときは楽しかったですね。 
この その あの どの 

9 私はあまりおすしは好きではないので、友達に   。 
食べてもらいました 食べられました 食べさせられました 食べてくれました 

10 A：今度の休みに山へ行くつもりです。B：山へ    、必ずレインコートを持っていきなさい。 
行くと 行けば 行ったら 行くなら 

11 千葉の家から横浜の会社まで毎日電車で    いる。 
乗って 通って 運んで 走って 

12 今の日本の若者より、アメリカで日本語を勉強したアメリカ人の方が、    敬語の使い方な

どをよく知っているのではないだろうか。 
つまり それに それで むしろ 

13 紙は普通つるつるしている方が表で、    している方が裏だ。 
かちかち ざらざら ふわふわ ねばねば 

14 うちの家族は、朝、学校や会社へ行く時間がみんな違うので、朝食の時間が    だ。 
どきどき ぶらぶら ばらばら ぼろぼろ 

15 昨日あまり寝ていなかったので、今日はなんだか    している。 
はっと ぞっと ぼうっと ほっと 

16 この成績だったら、    勉強しないと、大学には合格できないよ。 
とっくに わざわざ よほど なんとなく 
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17 社長の財布にはいつもお札が    とつまっている。 
すっきり ぎっしり そっくり ぴったり 

18 首相の発言は人々の反発を招きました。    、首相は去年も同様の失言をしております。 
ゆえに ちなみに したがって そこで 

19 私は日本料理が大好きです。    刺身には目がありません。 

まさか ところが かえって とくに 
20 洗濯しておいたから、自分でたんすに   てね。 

まわっ あらっ しまっ かけ 
21 ７、８月は混んでいますから、なるべく早くホテルを   ておいた方がよろしいと思いますが。 

入れ たて とっ 出し 
22 バスを降りて両側にお土産屋が並んでいる坂を上ると、清水寺が   。 

みせる みせられる みえられる みえてくる 
23 私はこれから弟の家に    。 

伺います まいります お尋ねします いらっしゃいます 
24 新鮮な材料が豊富に手に入る日本では、その材料の持っている味や香りを    ことが料理の

基本なのである。 

生く 生きる 生ける 生かす 
25 スーパーの良い点は、値段が安いこと、商品が    ので、一つの店で買い物が全部済むこと

などである。 
そろえておく そろえている そろっている そろってある 

26 彼の言っていることが真実    、それは大変な発見だ。 
では であれ であり であれば 

27 残念ですが、時間が掛かりそうなので、博物館には    ことにしましょう。 
寄れない 寄らない 寄らされる 寄ろう 

28     顔をしていますね。何かいいことでもあったのですか。 
嬉しいそうな 嬉しそうな 嬉しそうに 嬉しがる 

29 部屋の電気が消えているところを見ると、先輩は    。 
留守だろう 留守だった 留守したそうだ 留守しそうだ 

30 あの２人は大きい声でけんかして、隣の人に    しまいました。 
聞こえさせて 聞かれて 聞かされて 聞いて 

31 誠に勝手ながら本日は    いただきます。 
お休みて お休ませて お休まれて 休ませて 

32 (他の会社の人に)    はただいま席を外しております。お差し支えなければ、ご用件を承り

ますが……。 
課長の田中 課長の田中さん 田中課長 田中課長さん 

33 今日試験があるのに、昨日友達    全然勉強ができませんでした。 
に来られて が来てくれて に来させられて が来ていただいて 

34 あなたの知恵を    。 
借りてもらいたい 借りてあげたい 貸してもらいたい 貸してあげたい 
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35 息子は成人式をむかえたのに、話し方や行動が    心配です。 
子供みたいに 子供らしくて 子供なようで 子供っぽくて 

36 今年の旧正月は１月 30 日    ２月４日までが休みだった。 
を中心にして を皮切りに をはじめて をひかえて 

37 父親の遺産を    の争いは、日増しにひどくなっていった。 

めぐって かけて 通じて ふまえて 
38 語学に    は彼の右に出る者はいない。 

おうじて あたって かこつけて かけて 
39 このクラブは年齢や社会的地位    、どなたでも参加できます。 

にかかっては にかかわらず によっては にもかかわらず 
40 彼が私を憎むのは、私の業績をねたんでいるから    。 

にかなわない にほかならない よりほかない に越したことはない 
41 彼女はいつも黒    のかっこうをしている。 

むき だらけ まみれ ずくめ 
42 座視すれば国際問題に    かねない。 

なら なり なる なれ 
43 夏休み    、行事が多くて休んでいられない。 

とすれば からして はおろか とはいえ 
44 花を全部で    。 

千円です  99 本あります 好きです ３種類買いました 
45 料理人が長い髪をしていると不潔に見えるから、長い場合は、ひもで縛るなどして短く    。 

せざるを得ない  しなければならない 
せずにはいられない  するわけにはいかない 

46 初恋の人とは 30 年前に帰省した際会った    。今頃どこで何をしているやら、ぜんぜん分か

らない。 
ばかりだ わけだ ところだ きりだ 

47 何か言わねばと思ってはいたものの、とうとう最後まで何も   。 
言わずじまいだった 言いっぱなしだった 言うかぎりだった 言わんばかりだった 

48 A：大学の願書がほしいんですが。B：では、こちらにご住所をお書きください。郵便で    。 
送られます お送りになります お送りします お送りください 

49 弟は 1 時間も前から「勉強しよう」と言っているのに、まだ始めない。いつも言ってから始める

までにとても時間がかかる。→弟は    。 
三日坊主だ 気が多い 尻が重い 顔が広い 

50 一人暮らしを始めてから、料理の    があがって、友達がおいしいと言ってくれる。 
腕 手 肩 頭 

51 母は 87 歳で、耳が    から、大きい声で言わないと聞こえない。 
長い 深い 重い 遠い 

52 ちょっと怒ったら子供は    てしまって、晩ご飯の時間になっても部屋から出てこなかった。 
腹を抱え 胸をなで下ろし へそを曲げ 背伸びをし 
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53       うわさを流されて傷ついた。 

根も葉もない 影も形もない 血も涙もない 一も二もない 
54 「泣きっ面に蜂」はどれに言い換えられるか。 

蜂の巣をつついたよう 岡目八目  
弱り目に祟り目  念には念を入れ 

55 祖母がなくしたと騒いでいた眼鏡が頭に乗っていて、まさに      とみんなで笑った。 
灯台下暗しだ 頭に来る 目と鼻の先だ 猿も木から落ちる 

56 腐っても      。 
いわし うなぎ たい こい 

57   束  文/  転び  起き 
一・二/六・七 三・四/八・九 二・三/七・八  四・八/三・六 

58 50 人のクラスメートのうち、合格できたのはわずか 10 人    。 
に止まらなかった に当たらなかった に過ぎなかった にたえなかった 

59 日本の大学生    、友人との付き合いが一番重要なことだ。 
に対して にとって に関して によって 

60 僕はその時そこにいなかった    てくれ。 
つもりにし つもりになっ ことにし ことになって 

61 私は昨日京都へ行ったが、お寺を見に行った    。 
ことはない とはかぎらない はずがない わけではない 

62 この映画はあなたの心を感動    満たすでしょう。 
で に が を 

63 最も正しい文を一つ選びなさい。 
父に代わって、パーティーを参加した。 彼はすっかり彼女に気に入ったようだ。 

スーパーに野菜を買ってから料理を作る。 妹は順調に大学に受かった。 

64 彼の言うことは当てにならない。 

彼の言うことはつまらない。 彼の言うことは正しくない。 

彼の言うことは頼りにならない。 彼の言うことは見当が付かない。 
65 忙しいときに限って、友達が遊びに来る。 

友達は私が忙しいときも、忙しくないときも遊びにくる。 
友達は私が忙しいときも、忙しくないときも遊びに来ない。 

友達は私が忙しいときに遊びに来ないが、忙しくないときに遊びに来る。 
友達は私が忙しくないときに遊びに来ないが、忙しいときに遊びに来る。 

66 私自身の結婚問題にもまして気がかりなのは姉の離婚問題です。 

私は姉の離婚問題よりもっと心配なのは自分の結婚問題です。 
私は自分の結婚問題よりもっと心配なのは姉の離婚問題です。 
姉は私の結婚問題よりもっと心配なのは自分の離婚問題です。 

姉は自分の離婚問題よりもっと心配なのは私の結婚問題です。 

67 あのレストランは値段のわりにおいしい料理を出す。 

あのレストランは値段は高いが、料理はおいしい。 

あのレストランは値段も高いし、料理もおいしくない。 

あのレストランは値段は安いが、料理はおいしくない。 

あのレストランは値段は高くないが、料理はおいしい。 
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68 以下の「よく」の中で使い方と意味が同じであるのはどれか。 

①このオムレツはよくできている。 

②世間によくあることで珍しくない。 

③あの母親と子供はよく似ている。 

④彼は家柄もよく有望な青年だ。 

⑤小さいころ、よく友達にいじめられたものだ。 
①⑤ ②⑤ ③④ ②③ 

69 以下の「より」の中で使い方と意味が同じであるのはどれか。 

①これより先は立入禁止だ。 

②よりすぐれた作品を創作する。 

③失敗は往々にして不注意より生ずる。 

④新しいビルはより高くなる傾向にある。 

⑤最高気温、最低気温はともに、平年並みか平年より高いでしょう。 
①② ③④ ③⑤ ②④ 

70 以下の「もの」の中で使い方と意味が同じであるのはどれか。 

①学生時代、よくこの喫茶店に来たものだ。 

②急いで書いたものだから、字を間違えてしまった。 

③遅くなってすみません。出かけようとしたら、電話がかかってきたもので。 

④目上の人と話すときは、敬語を使うものだ。 

⑤京都へぜひ一度行ってみたいものだ。 
①② ②③ ③④ ①⑤ 

読解問題 1：次の文を読んで、適当な答えをそれぞれ一つ選びなさい。 

 【木村聡史】日本政府観光局は 20 日、今年日本を訪れた外国人が 10 月末時点で約 866 万人に

なり、過去最高だった 2010 年の年間 861 万人を超えたと発表した。（71）富裕層が増え 72 東

南アジアからの観光客が伸びたほか、尖閣問題で落ち込んでいた中国からの団体旅行も回復したと

いう。 

 人数を毎月発表している 18 カ国・地域のうち、台湾や香港、タイ、マレーシアなど９カ国・地

域で、10 月末時点の訪日客が過去最高を記録。10 月は前年同月より 31.5％多い 92 万９千人（推

計値）が訪日し、月別の過去最高を９カ月連続で更新した。中国、ベトナム、フランスなどが 10

月としては過去最高だった。 

 円安で割安感が出ていること 73 、タイやマレーシアは７月に訪日のためのビザを 74 し

た効果も大きい。ただ、訪日客全体の４分の１を占める韓国は反日感情の高まりや福島第一原発の

汚染水漏れの影響で、１年８カ月ぶりに前年同月割れした。 

 政府は年間の訪日外国人１千万人を目標に掲げており、今のペースが続けば達成できる見込み

という。（朝日新聞デジタル 2013・11・21） 
71 （71）「富裕層」の正しい読み方はどれか。 

ふゆうそう ふゆそう ふくゆそう ふくゆうそう 
72  72 に入れるもっとも適当な言葉はどれか。 

しだい つつ つつある そばから 

http://www.asahi.com/topics/word/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%A6%B3%E5%85%89%E5%B1%80.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E6%9D%B1%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E6%9D%B1%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%9B%A3%E4%BD%93%E6%97%85%E8%A1%8C.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A2.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%86%86%E5%AE%89.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A2.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%8F%8D%E6%97%A5%E6%84%9F%E6%83%85.html
http://www.asahi.com/special/energy/
http://www.asahi.com/topics/word/%E6%B1%9A%E6%9F%93%E6%B0%B4.html
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73  73 に入れるもっとも適当な言葉はどれか。 

にくわえ につき にしては に先立ち 
74  74 に入れるもっとも適当な言葉はどれか。 

削除 控除 免除 解除 
75 この文章の内容と合っているものはどれか。 

日本を訪れた東南アジアからの観光客は横ばい状態である。 

円安とノービザは観光客を増やしたことに寄与するところが大である。 
日本を訪れた観光客の中で、中国と韓国だけが減っている。 

人数が毎月発表されているすべての国・地域は、10 月末時点の訪日人数が過去最高である。 

読解問題 2：次の文を読んで、適当な答えをそれぞれ一つ選びなさい。 
 安定型愛着の子どもは、自分の興味を惹きつけるものや可能性を広げてくれるものについて、

じっくりと取り組んでいくことができやすい。 

しかし、不安定型愛着の子どもは、自分の可能性を試すことについて、過度に不安を感じたり、

あるいは投げやりで無気力になったり、最初から諦めていたりし 76 である。その結果、知らず知

らず自分の可能性の芽を摘んでしまうことが多い。 

安定型愛着の子どもは、不安定型愛着の子どもに比べて、学校の成績が良好であることは、多

くの研究 77 裏付けられている。愛着の安定度は、現時点だけでなく、将来における成績をも予測

する。たとえば、六歳の時点でみた場合、愛着が安定している子どもほど、八歳の時点での成績も

良好であった 78。 

逆に言えば、愛着障害の人は、自分の潜在的な能力を生かせていないことが多い。私自身が関

わったケースでも、愛着障害の改善によって、知能指数が一年あるいは二年の間に三十以上も上が

ったという例がいくつかある 79。本当の発達障害ならば、そんなことは起こらないはずだが、愛

着障害による発達の問題の場合には、劇的に改善するということが少なからず起きるのである。 

76   76  に入れる言葉として、最も適当なものはどれか。 

ぎみ がち まま わけ 
77   77  に入れる言葉として、最も適当なものはどれか。 

をもとに によれば を通して によって 
78 下線の文に関して正しい説明はどれか。 

愛着が安定すればするほど、将来の成績がいい。 

愛着が安定していても、将来の成績がいいとはかぎらない。 

愛着が安定している六歳の子どもは八歳になったら成績が悪くなる。 

八歳のときに成績がいい子どもはみんな六歳のときに愛着が安定している。 
79 下線の文に関して正しい説明はどれか。 

私は愛着障害の改善で知能指数が上がった。 
愛着障害を改善することで知能指数が上がる例がたくさんある。 
愛着障害を改善することで知能指数が大幅に上がる例もある。 
愛着障害を改善すれば必ず知能指数が上がる。 

80 この文章の内容に関して間違った説明はどれか。 
愛着の安定度で将来における成績を予測できる。 
愛着障害の改善は発達の問題の改善にも繋がる。 
安定型愛着の子どもはなかなか自分の可能性を試さない。 
愛着障害の人は、自分の潜在的な能力を生かせていないことが多い。 


