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1 集合する場所は空港第一   の中華航空のカウンター前でございます。 

ターミナル  ターミーネーター 

ターミーナル・ケア  ターミーナル・ホテル 

2 部屋の鍵はチェックアウトの際に   に返却してください。 

フロント カウンター ベルルーム クローク 

3 人数が揃い   、出発いたします。 

ならでは 次第 限り 途端 

4 （客室乗務員による機内放送）お降りの際、お忘れ物のない   、お気を付けください。 

でください かも ことに ように 

5 素泊まりとは、旅館などで、食事などしないで寝るだけの宿泊を指します。 

そとまり そどまり すどまり すとまり 

6 近年、東京「下町体験」の人気が   。 

高めています  高まりつつあります 

高めながらしています 高まろうとしています 

7 「江戸前鮨」における「江戸前」の意味は何ですか。 

江戸時代以前の漁場。 

旧江戸城（現・皇居）の前の城下町。 

築地魚市場で販売されている漁獲。 

江戸湾（現・東京湾）付近で捕れる魚類の称。 

8 「日本三大名園」の中で も東京に近いのはどこですか。 

偕楽園 兼六園 極楽園 後楽園 

9 「兼六園」における「兼六」とは、①宏大、②幽邃、③人力、④蒼古、⑤水泉、⑥   の六勝

を兼ね備える意である。 

俯瞰 眺望 凝視 環視 
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10 日本の海女漁の北限はどこですか。 

福島県 宮城県 岩手県 青森県 

11 「日本三景」の一つとして挙げられる「松島」はどこにありますか。 

北海道 青森県 新潟県 宮城県 

12 津軽海峡を横断する海底鉄道トンネルの名は何ですか。 

本北トンネル 森幌トンネル 津軽トンネル 青函トンネル 

13 「知床旅情」という演歌名における「知床（半島）」はどこにありますか。 

北海道 本州 四国 九州 

14 津軽海峡に面した大間は、一本釣りのマグロ漁で知られる町です。 

いっぽんとり いちほんつり いっぽんづり いちぼんづり 

15 地震が起きた時、当エレベーターは 寄りの階に止まりますので、直ちにご避難ください。 

さいより もより さより もきり 

16 （旅行と関連する諺）郷に入っては   に従え。 

俗 郷 習わし 伝統 

17 （旅行と関連する諺）所変われば   変わる。 

人情 風習 品 景色 

18 （旅行と関連する諺）「旅は道連れ世は情け」における「道連れ」の意味は何ですか。 

案内してくれる人  招待してくれる人 

一緒に行く人  助けてくれる人 

19 その土地の目印となる名所、旧跡、歴史的建造物を意味する外来語は何ですか。 

ランドマップ ランドマーク ランドセル ランドワール 

20 今年の夏、家族を連れて、京都の祇園祭を見に行く予定です。 

しえんまつり ぎえんまつり ぎおんまつり きえんまつり 

21 林さん、田中と会いましたか、との意味の敬語として、誤用（二重敬語を含む）のないのが下記

のどれですか。 

お会いしましたか  お目にかかられましたか 

お会いになりましたか お会いになられましたか 

22 間もなく、上り、のぞみ 28 号が参ります。 

のぼり あがり さかのぼり わたり 
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23 市内観光なら、   朝夕のラッシュ・アワーをお避けになったほうがいいです。 

なんだか なんなりと ともあれ できる限り 

24 霜降り肉を重視した日本では、脂身をいかに増やすかで、日本中の生産者が   を削ってきま

した。 

つるぎ しのぎ のこぎり ほこさき 

25 日本の寿司店で使われる「シャリ」という特別用語は何の意味ですか。 

酢飯 醤油 軍艦巻き お茶 

26 五輪は人類の祭典で、いつも平和と友好に結び付いている。選手はそのにないてだ。 

継い手 承い手 負い手 担い手 

27 土佐の名料理「鰹のたたき」の伝統的な作り方では何を燃やして、節取りした鰹の身を炙るので

すか。 

香木 桜の木 藁 柏の葉 

28 百円均一の品物は安いからといって、必ずしも粗悪品   。 

に決まっています  に間違いありません 

に尽きるのです  とは限りません 

29 日本は美しい国ですが、また様々な自然の脅威に   国でもあります。 

陥っている 晒されている 暴れている 現れている 

30 台風が来   、地震が来   、このホテルなら大丈夫です。ご安心ください。 

たり、たり、  て、て、 

ようと、ようと、  たら、たら、 

31 日本三景の一つとして知られる「天橋立」はどこにありますか。 

京都府 福井県 滋賀県 石川県 

32 日清戦争後の下関条約が締結された場所はどこですか。 

鹿鳴館 萩城 福岡 春帆楼 

33 温泉に浴して病気を治療することは何といいますか。 

湯療 湯治 密湯療法 行水療法 

34 日本皇室の宗廟は下記のどれですか。 

出雲大社 平安神宮 伊勢神宮 熱田神宮 
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35 両替する前に、どうぞ、   の変動にご注意ください。 

レッド レート レードル レベル 

36 （スーパーのレジ係）2000 円になります。一万円   。8000 円のお返しです。 

頂きました  お預かりします 

お預けします  収めました 

37 お荷物は普通、二十キロまでです。超過した場合は   を取られる可能性がありますので、ご

注意ください。 

オーバーライン  オーバーレンジ 

オーバーヒート  オーバーチャージ 

38 レストランはすでに予約してありますから、急に変更と言われては   。 

差支えません 困りません 叶えません 忍びません 

39 今や我々の生活は、   SNS なしでは成り立たない。 

良くも 悪くも 良くも悪くも 悪くも良くも 

40 人の出入りの   店ではスリに気を付けてください。 

高い 激しい 甚だしい 著しい 

41 入れ墨のある方は、入浴をご   ください。 

配慮 思慮 遠慮 考慮 

42 ホテルの設備や備品、特に洗面所などに備え付けのグッズを   という。 

コミュニティグッズ  アメニティグッズ 

ペナルティグッズ  セキュリティグッズ 

43 出発客を狙った空港専門の窃盗団が存在する。チェックインの際に足元に置いた荷物を   ケ

ースが多くある。 

置き引きされる  万引きされる 

携わられる  晒される 

44 ネットで買い物された場合は支払い済みでお願いします。   や代引きのお荷物はお引き受け

しかねます。 

受け払い 後払い 着払い 繰替払い 

45 カロリーを気にするのなら、とんかつやてんぷらの   をはずして食べてください。 

皮 衣 表 外 
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46 入院せずに自宅から通って来て診療を受ける患者を   患者という。 

外部 外診 外来 外療 

47 午後 2 時 20 分ごろ発生した人身事故のため、常磐線全線で列車の運転を   ている。 

見合わせ 問い合わせ 打ち合わせ 取り合わせ 

48    乗車は大変危険ですのでおやめください。 

走り込み 入り込み 追い込み 駆け込み 

49 こちらのご料金で宜しければ、お客様の返信を持ちまして、日程変更を承らせていただきます。 

しょうらせて  たまわらせて 

さまたげらせて  うけたまわらせて 

50 すみません、蛇口をひねっても水が出ないんですが……。 

じゃこう じゃぐち へびこう へびぐち 

51 肴とは、酒を飲むときに添えて食べるものです。 

おとおし さかな さしみ おしんこう 

52 クレジットカードを紛失したので、利用を止めたいのですが……。 

ふんし ふんしつ まきれなく まぎれなく 

53 ホテルや旅館などは客室からの眺望によって料金が異なることがあります。 

ちょぼ ちょぼう ちょうぼ ちょうぼう 

54 目的地に到着して間もないころの A さんは、体調不良で倒れてしまいました。 

あいた あいだ かん ま 

55 （機内食の話）肉、魚、卵などを使用しないミールを   と言います。 

ベジタブル食  ベギタブル食 

ベジタリアン食  ベギタリアン食 

56 万年床とは、布団を敷きっ放しにすることです。 

ばんねんしょう  まんねんベッド 

まんねんゆか  まんねんどこ 

57 家畜の伝染病の世界的な拡散をぼうしするためには、「動物検疫」が大変重要です。 

かちく かちき やちく やちき 

58 お客様から、満足しているとの言葉を数多く   。 

くださいました  拝受致しました 

いただきました  受領いたしました 
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59 この電車は回送となります。ご乗車   。 

ください  できません 

になってください  になれません 

60 人の数   悩みがあり、苦しみがある。 

ぐらい には だけ ばかり 

61 満員電車で他人の迷惑にならないよう、リュックは前   背負ってください。 

で へ に を 

62 突然彼にプロポーズ   、どうしようか迷っている。 

させて されて してくれて してもらって 

63 昨日スーパーで買った果物が   ので、返金してもらった。 

腐る 腐っている 腐った 腐っていた 

64 仕事で忙しい時は一週間分のカレーライスを作って冷凍庫に   。 

入っています  入れてあります 

入れておきます  入っております 

65    と言いながら、甘いものばかり食べている。 

甘いものは別腹  スイーツ食べ放題が楽しめる 

カロリーが低い  カロリーが気になる 

66 期末試験が終わった今は、やっとかいほうされた気分だ。 

開放 快方 解法 解放 

67 児童養護施設の見学については、受け入れたいせいの問題もあるので、必ず事前にご相談くださ

い。 

体制 態勢 頽勢 耐性 

68 弊店はリニューアルこうじの為、全面閉鎖させていただきます。 

小路 公示 工事 工司 

69 所長が教員、学生一行 30 人をひきいて日本の姉妹校を訪問した。 

領いて 率いて 庇いて 担いて 

70 我が社はぜったいぜつめいのピンチを乗り越えて、やっと報われた。 

絶体絶命 絶対絶命 絶耐絶命 絶隊絶命 
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*下記の文章を読んで、71～75 の問題について答えください。 

 自宅の空き部屋などに旅行客を泊める（71）民泊のルールを定める「民泊新法」案の概要が固まった。

家主を届け出制にして営業の上限を年 180 日とし、違反した場合の罰則も設ける。民泊は国家戦略特区

などで特別に認められているが、多くが現状では違法状態だ。政府はルールを明確にしたうえで、追認

し、普及をめざす方向へ（72）かじを切る。 

 民泊では、家主は自宅の空き部屋や、所有する空き家を旅行者らに貸し出し、利用料を得ることが多

い。家主と利用者の間に米エアビーアンドビーなどの仲介業者が入る。利用者は業者のサイトで空き部

屋を予約する。本来、こうした行為は、旅館業法でホテルや旅館に認められたものだ。ホテル不足もあ

って、民泊が急速に広がったため、政府は東京や大阪の特区地域で条件つきで認めるようにした。だが、

その後も旅館業法などで営業許可を受けていない（73）「ヤミ民泊」は減らず、民泊のルールや監督官

庁、罰則などを法律で定め、事実上追認することになった。（中略）家主と管理業者には、衛生管理や

騒音防止、宿泊者名簿の作成、苦情への対応を義務づけ、施設には「合法」だとわかる掲示も求める。

仲介業者には宿泊料金や仲介料金の公表を義務づける。（中略）営業日数は年 180 日を上限とする。

学校周辺などでは、都道府県などが条例で上限を引き下げるようにする方針だ。ただ、民泊に客

を（74）ホテル・旅行業者の反発は強い。業界は営業日数の上限を「30 日以下」とするよう主張した

が、有識者会議の提言などをもとに「180 日以下」になった。 

 出典：2017 年 2 月 22 日の「朝日新聞」（朝刊）。 

71 「民泊」読み方は何ですか。 

みんはく みんばく みんぱく みんぼく 

72 「かじを切る」という表現の意味は何ですか。 

今までの進行方向を維持する 方向転換をする 

猛スピードで発進する 安全な航海を行う 

73 「ヤミ民泊」とは何を意味しているのですか。 

地下にある民泊業者  暗闇の中の民泊業者 

安全検査に合格しなかった民泊業者 営業許可を受けていない民泊業者 

74 下記の答えの中から、   に入れる も適切な言葉を選びなさい。 

奪ってしまう 奪わせる 奪われかねる 奪われかねない 

75 本報道記事に、 も相応しい見出しは次のどれですか。 

民泊新法 180 日上限案 国家戦略としての民泊新法 

ヤミ民泊の法律制限と摘発 旅館業界の民泊新法への猛反発 
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 肥満は健康に悪い、生活習慣病のほとんどは肥満からといわれるだけでなく、肥満者は社会生活のな

かで何かと不利に扱われます。アメリカほどではありませんが、日本でも肥満者に対しては鈍感、気が

利かない、おしゃれでない、ずうずうしいなどのネガティブな印象をもちやすいようです。（76）わび

やさびという精神的な美を解するとか、上品というイメージもすっきり痩せた人にふさわしいと考えら

れがちです。（77）なほうが、テレビ映り、写真映りがよく、ファッションも似合います。 

 （78）若いうちは少し小太りでも十分かわいいのです。特に十代や二十代の若い日本女性は痩せたい

願望が強すぎるようです。栄養失調気味の貧弱な体格の女性が多いほうが問題です。 

 無理なダイエットをする必要はありません。無理なダイエットは失敗する確率が高く、一時的に減量

できても、すぐにリバウンドして、結果的に（79）体質になってしまいます。それより栄養のバランス

の取れた質の高い料理を腹八分目に食べていくという王道がダイエットの基本です。それに加えて適当

な運動をすること。「一日三十分以上（80）うっすら汗をかく運動」と言われると、とてもそんな時間

は取れそうもないと思ってしまいますが、日常生活のなかに運動を取り入れることです。 

 いずれにしても贅肉をつけない暮らしというのは、食欲という強い欲望に振り回されず、自分を甘や

かさず、運動を継続できるといった強い精神をもった生活です。そうした自己節制を心がける生活態度

には品格があります。 

76 「わびやさび」とは何を指しているのか。 

質素で静かなものを指す。 

礼儀正しく謙遜的な態度を指す。 

友達がいなくて寂しいと感じている様子。 

何かあったらすぐに謝ること。 

77    に入れる言葉として、一番適当なものを一つ選びなさい。 

キリム スリム トリム フリム 

78    に入れる言葉として、一番適当なものを一つ選びなさい。 

もっとも もちろん ともかく にもかかわらず 

79    に入れる言葉として、一番適当なものを一つ選びなさい。 

病気になりやすい  太りやすい 

冷えやすい  敏感に反応しやすい 

80 「うっすら汗をかく」とはどのような汗のかきかたなのか、一番適当なものを一つ選びなさい。 

体中が水に濡れたような汗 一気に噴き出すような汗 

全身ににじみ出てくるような汗 粘っこい油のような汗 


