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1 デパートの営業時間は、11時から 7時までです。 
 いんぎょう  えんぎょう えいぎょう おんぎょう 

2 この季節は気候が変わりやすいので、体調に気をつけてください。 
たいちょう ていちょう たいしょう ていしょう 

3 朝食のメニューは、日替わりになっています。 
びがわり にちがわり にがわり ひがわり 

4 その地方によって、いろいろな行事があります。 
こうごと ぎょうじ いくごと こうじ 

5 大会で優勝すると、賞金 10万円がもらえます。 
しょうきん しゅうきん しょうけん しょうよ 

6 今の子供たちは野菜が嫌いな子が多くて困る。 
のさい やさい えさい やそう 

7 あのお店はとても人気があるので、予約しておいたほうがいいですよ。 
ゆやく ゆうやく よやく ようやく 

8 人によって、信じているしゅうきょうは異なります。 
州境 舟橋 秋興 宗教 

9 安全性に問題があったので、商品のはんばいを見合わせている。 
売買 購買 販売 販買 

10 また遊びに来てください。いつでもだいかんげいですよ。 
歓迎 感激 感迎 感動 

11 とりあえず、この問題はけんとうしてからご報告します。 
回答 検討 見当 明答 

12 この道は、夕方になるとじゅうたいするので、あまり通りたくない。 
塞帯 渋滞 重態 込滞 

13 今年は、新型機種にかんしんが集まりそうだ。 
改心 肝心 関係 関心 

14 あの人の洋服は、いつもおしゃれですてきだ。 
好き 指摘 素敵 適切 

15 兄はいつも    遊んでばかりいたが、彼女ができてからはまじめになった。 
おろおろ ぴりぴり ぶつぶつ ぶらぶら 

16 昨日の夜、1時まで残業していたので、今朝は    してしまいました。 
ねむって ねむい 朝ねぼう 朝ごはん 

17 関係者以外の方は、この部屋に     ください。 
禁止しないで 過ごさないで おこらないで 入らないで 

18 クーラーの温度調節は、このつまみを    ください。 
まるくて まわって まわして まるして 

19 彼女はよく英語の勉強をしていたので、いまでは    上達している。 
かなり ぜんぜん どうでも あまり 

20 レジには行列ができていて、    順番待ちだった。 
やっと さっと ずっと ぞっと 

21 教えてもらったことを忘れない    メモしておこう。 
そとに うちに ようで うちが 

22 これから友達と約束があるので、そろそろ      。 
おじゃまでした 失礼です 失礼します おじゃまします 
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23 甲「もしもし、恐れ入りますが田中さんいらっしゃいますか。」 
乙「田中は    不在です。戻り次第、折り返しご連絡するようお伝えします。」 
さきほど せっかく あいかわらず あいにく 

24 海外では、悪質な詐欺グループに騙される    、つねに注意してください。 
おそれがあるので よていもあるので つもりがあるので みこみがないので 

25 甲「今回のマラソン 1位は、また佐藤先輩だよ。」 
乙「    陸上部のキャプテンだけあるね。」 
さっそく さすが なんか まさか 

26 自分の家に帰ると、    します。 
ほど ほんと やっと ほっと 

27 この店の店員は    ので、お客はたくさん買い物してしまう。 
口がすっぱい 口がすくない 口がからい 口がうまい 

28 場所がよく分からなかったので、フロントの人に教えて    。 
くれません もらってくれました もらいました くれました 

29 みなさんの意見を    聞いてから、考えたいと思います。 
できるだけ まったく あらゆる どんなに 

30 甲「これは    つまらないものですが…」 
乙「いつもいただいてばかりで、すみません。」 
ほんの ほとんど あまり たいした 

31 建物の建設は    計画通りに進んでいる。 
うろうろと じゅくじゅくと ちゃくちゃくと ちくちくと 

32 甲「山田さん、どうしたの。なんか元気がないね。」 
乙「期待していたコンサートが中止になって    してるの。」 
うっかり がっかり しっかり はっきり 

33 面接でむずかしい質問をされて、頭が    になった。 
まっぴら まっしろ まっくろ まったく 

34 時間があるので、この仕事を    問題ありません。 
引き受けても 引き出しても 張り切っても 引き返しても 

35 彼が応援に来てくれた    、助かりました。 
おかげで ためで うえに せいで 

36 風がでてきたので、夜は寒くなる    。 
さえありません かもしれません ようにします みこみにあります 

37 お昼は    食べましたか。 
なんに なにが なにか なにも 

38 私は好き嫌いがありませんから、どんな料理でも    。 
かまいます どういたしまして かまいません 関係ないです 

39 もし、自分のまちがいに    、すぐにあやまるべきです。 
気づいたら 気づいて 気づいても 気に入ったら 

40 恥ずかしくて、    があったら入りたい気持ちだった。 
はこ ふろ あな あし 

41 今日は大阪へ行って、    で東京に戻ってきた。 
帰り道 日帰り 日回り 回り道 

42 叔父は    が広いので、いろんな人を知っている。 
耳 目 顔 口 

43 この料理はしょうゆを    召し上がってください。 
つけて かける しぼる きって 

44 社長はすぐに参りますので、どうぞ座って    。 
お待ちしてください お待ちください お待ちします 待たせてください 

45 昨日借りた資料は、いい情報がたくさんあって、とても    。 
役がなった 気にたった よくなかった 役に立った 

46 私はいなかに住んでいるので、    都会へは行きません。 
いつでも すくなく めったに ときどき 
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47     外で食事をして、とても楽しかったです。 

ごぶさたして ひさしぶりに ながくして やぶさかに 
48 この不況では、いつ仕事がなくなるか心配で    。 

やむをえない あたらない たまらない ざるをえない 
49 いい考えを    。 

思いついた おどりついた 目についた やきついた 
50 20 年前、この辺りはほとんど田んぼだった    。 

そうかもしれません のようでした からです そうです 
51 せっかく作ってくれたご飯を残すのは    、全部食べましょう。 

もったいないので つまらないので あぶないので かわらないので 
52 毎日、仕事    休みがありませんよ。 

しか ぐらいで だけしか ばかりで 
53 パンフレットの 3ページをどうぞ    。 

ご覧してください 見ていたします 拝見ください ご覧ください 
54 今日は疲れたと思いますので、ゆっくり    。 

休みします お休みください お休んでしなさい お休んでください 
55 甲「このあいだのタクシー料金、どのぐらいかかったんですか。」 

乙「    。」 
 1時間かかりました   1万円かかりました 
渋谷までかかったんです 歩いて 10分かかりました 

56 甲「この本、５さいのむすめがとても好きなんですよ。」 
乙「    。」 
こども向けの本なんですね 大人向けの本なんですね 
専門家向けでおもしろくないですね 小さい子には悪いんですね 

57 甲「私、    熱いものはだめなんです。」 
乙「そうですか。じゃあ、少しさましてからどうぞ。」 
舌平目なので 猿舌なので 猫舌なので 猫の手だし 

58 甲「もう時間です。伊藤さんがまだですが、会議を始めましょうか。」 
乙「いや、伊藤さんを    大事な話ができないよ。」 
いなくなる ぬきにしては いないにすると むいては 

59 甲「これから、ほかに用事がありますか。」 
乙「いいえ、    。」 
もう用がすんだので帰ります まだ用事があります 
あとで用があります  だいたい用事は終わってすみます 

60 下線をつけた言葉の説明にあうものを選びなさい。 
仕事の途中で油を売るなんて、どうしようもないやつだ。 
仕事熱心だ  なまけている 
まじめに商品を売っている 気分がわるい 

61 下線をつけた言葉の説明にあうものを選びなさい。 
母は朝からなんだかそわそわしている。 
おこっている様子 悲しい様子 落ち着かない様子 忙しい様子 

62 下線をつけた言葉の説明にあうものを選びなさい。 
お言葉に甘えて、ちょっといただきます。 
相手の考えに不安になる 相手に悪いと思っている 
相手に押し付ける  相手の好意や親切を受け入れる 

63 このごろずっとカラオケで歌っていたので、声が    しまった。 
かくれて かれて かわいて かすれる 

64 先生の話は    ちゃんと聞きなさい。 
ふざけないで ぶつけないで ふざけて ぶつけて 

65 あと 10分    そちらにつきますので、待っていてください。 
いがいに いないに いじょうに ぐらいの 
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66 彼とは一度会った    、あれから全然顔も見ていません。 
きり すえに あげく ところ 

67 そんなに落ち込まないで。私が    あげる。 
はげんで はげまして はげて はりだして 

68 ここのお店は    がいいので、人気があります。 
ふいんき ふんいき ふいに ふいいき 

69 今はどこでも商品の    をしているので、お買い得です。 
わりあい わりびき やすさ やすく 

70 神戸にいくなら、ここで別の電車に    いけません。 
のりこえて のりこえないと のりかえないと のりかえて 

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。 
少子化やゆとり教育の見直しで、きめ細かいサービスが要求されるようになった今、教育サービス業界の

競争が激化している。各学習塾は、教師が生徒を 1 対 1で個別指導する方法に切り替えたり、苦手な科目を

何度でも補講できるよう、新たなサービスに力を入れている。しかしこういった動きは、資金力のある大手

が有利になっており、生き残れない塾は合併・買収を余儀なくされている。 
71 少子化とゆとり教育の見直しで、何が必要とされているのか。 

きめの粗いサービス きめ細かいサービス きめ細かい見直し きめが細い要求 
72 以下の答えで間違っているのはどれか。 

各学習塾は個別指導の方法に切り替えている。 
各学習塾は一人一人の学生の指導に力を入れ始めた。 
各学習塾は個別指導の方法に切り替えているが、不満だ。 
各学習塾は個別指導する方法に切り替えてサービスを強化している。 

73 生徒が得意ではない科目について、学習塾はどんな動きをしているか。 
新たなサービスを入力する。  24時間、いつでも授業が受けられる。 
何回でも補講できるようにしている。 何度でも好きな科目が受けられる。 

74 新たなサービスの動きをするのに有利なのはどこか。 
個人経営の塾が有利  大手が資金があり有利 
資金力があるので個人経営の塾が有利 全部きびしい 

75 生き残れない塾は何を余儀なくされているか。 
ごうへい・かいしゅう  ごうへい・かいしょう 
がっぺい・ばいしゅう  がつぺい・ばいしょう 

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。 
  私が利用している電車は、通勤通学の時間帯が“チカン帯＂となる。ある日、私はおしりを触られた。電

車内は込んでいて身動きもとれず、チカンを避けようと必死でもがいていた。 
 すると、すぐ隣にいた見知らぬおじさんが私に、「おい、今日はどこへ行くんだい？」と声をかけた。そ

の声と同時にチカンの手の動きが止まった。次の駅に着くやいなや、そのエッチ男は降りていった。 
 おじさんも「あんな時には声を出さなきゃだめだ」と言葉を残して去っていった。私はあの一言で助けら

れた。大人の人たちよ、子供が困っている時は、勇気を持って、一言、声をかけてください。 
76 ここの「チカン」はどういう意味か。 

変態 おじさん 電車にいる男性 通勤時間帯 
77 ここの「必死」はどういう意味か。 

必ず死ぬ 死ぬかもしれない ずっと しにものぐるい 
78 以下の答えで間違っているのはどれか。 

私はおじさんに感謝している。 おじさんは私の隣にいた。 
おじさんは私の親戚である。 おじさんがいたので私は助かった。 

79 エッチ男は何をしたか。 
電車に乗り続けた。  私に声をかけてくれた。 
私のおしりを触った。  電車を降りてバスに乗った。 

80 「私」が大人にしてほしくないことは何か。 
若い人が困っている時に助けてあげること チカンを撃退すること 
若い人が困っている時に黙って見ていること 勇気を持つこと 


