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本試題禁止使用電子計算器。 
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1 学生は地震で倒壊した校舎から、救助隊によって助け出された。 
こわれる とうかい こわす とうがい 

2 医学の発達とともに平均寿命も延びている。 
じゅみょう しょうびょう しゅめい じゅめい 

3 私は毎日迷惑メールを削除します。 
しょうしょ さぐじょ さくじょ しょくしょ 

4 メールに画像を添付して、送ります。 
でぷ でんぶ てんぷ てぶ 

5 幸い人質は全員無事救い出された。 
むじ ぶじ むし ふじ 

6 左右をよく見て横断歩道を渡る。 
よこたんぼどう おうだんぼどう よこみち おうだんほどう 

7 この二つの会社が合併するのは、もう時間の問題でしょう。 
がっぺい ごうへい あいぺい がっひょう 

8 欠陥商品は６ヶ月以内であれば売主に返品できます。 
かっけん けっせん けっかん けつげん 

9 人権は法律でほしょうされている。 
補助 補償 保障 報酬 

10 若いと病気のかいふくも速い。 
回復 快復 解服 快服 

11 ゴミを減らし、資源をむだにしないために、買い物袋を持っていく。 
部駄 無駄 真駄 務駄 

12 新聞に昨夜の暴動事件の記事がけいさいされている。 
記載 経済 掲載 開催 

13 大統領の言葉は全国の人々にはもんを投げかけた。 
余紋 疑問 派門 波紋 

14 子どものひこうを防ぐには親の注意が大切だ。 
非行 備考 美業 非業 

15 しゅわを使いながら、耳の不自由な人と話した。 
首輪 手話 手環 手輪 

16 おうふくはがきで披露宴の案内状を作って送る。 
印複 往複 往復 回復 

17 すっかりご無沙汰しておりますが、皆様にはお変わりなくお過ごしのことと＿＿。 
存じです ご存じです 存じます ご存じます 

18 景気が悪い中、売り上げを伸ばしている社長の経営力にはすばらしい＿＿。 
ところだ ものがある わけがない はずだ 

19 先生、ちょっと＿＿よろしいでしょうか。 
聞かされても お聞きになっても 聞かれても お聞きしても 

20 帰国する日にパスポートをホテルに置き忘れてくるなんて、いかにも彼の＿＿。 
やりそうなことだ やりたいことだ やっていること やるらしいことだ 
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21 勉強しない＿＿＿全然しないわけではない。 
ばかりか といっても どころか というより 

22 悔しい＿＿わが校のチームは一点差で負けてしまった。 
ごとに ことにして ことに ことになって 

23 あなたのため＿＿＿、少しぐらいの苦労は問題ではない。 
とあれば であれ だけに ばかりに 

24 事件の詳しい経過が＿＿＿次第、番組の中でお伝えします。 
わかる わかり わかった わかって 

25 こんな店なんか二度と＿＿＿。 
来たことがあるんですか 来るはずなんです 
来たいんですか  来るもんですか 

26 今からでは＿＿＿間に合わないでしょう。 
行ったとしても  行ったとして 
行ってしまったとしても 行ってしまったとして 

27 もしもし、ここではたばこは＿＿＿。 
ご遠慮いたします  ご遠慮ねがいます 
ご遠慮なさいます  ご遠慮させていただきます 

28 通訳なんてとんでもない。日常会話をちょっと＿＿にすぎませんよ。 
かじる かじらない かじった かじらなかった 

29 あの人は一度始めたら＿＿＿。 
いっこうしない あえてやめない ましてしない けっしてやめない 

30 徹夜で仕事をしたので、＿＿＿して、歩けない。 
ぴんぴん ふらふら はあはあ がんがん 

31 この間の地震で、ハイチは＿＿＿になってしまった。 
がらがら ぺちゃぺちゃ ばらばら めちゃめちゃ 

32 彼は失敗した原稿を＿＿＿に丸めてゴミ箱に捨てた。 
ちらちら びりびり くしゃくしゃ ぼろぼろ 

33 ＿＿歩いて、車に気が付かず、もう少しでひかれるところだった。 
ぼんやり はっきり すっかり すっきり 

34 暗い道で急に誰かに肩をたたかれて、＿＿した。 
ほっと ふっと ぱっと どきっと 

35 目的もなく、毎日＿＿した生活を送っている若者が多くなった。 
ばらばら だらだら わくわく すらすら 

36 A：「先生も間違えることがあるんですね。」 
B：「そうですね。＿＿＿ということもあるから。」 
豚も木に登る 猿も木から落ちる 魚も水におぼれる 鳥も空から落ちる 

37 A：「お住まいはどちらですか。」 
B：「ここから＿＿＿ですよ。」 
鼻と口の先 目と鼻に 目と鼻の前 目と鼻の先 

38 彼が＿＿＿から、社長に認められている。 
頭が下がる 頭が上がらない 頭がきれる 頭を使う 

39 私の前で、二度とその人のことを＿＿＿ください。 
口にしないで 口に合わないで 口を出さないで 口をきかないで 

40 その小さい子は、母の帰りを＿＿＿まっていた。 
首をつっこんで 首をひねて 首を長くして 首にして 

41 お客様の接待をして、とても＿＿＿。 
肩がこった  肩の荷がおりた  
手が足りなかった  手をつけれなかった 
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42 大家に挨拶する。 

たいか みんな おうや おおや 
43 川の水がしんにゅうする。 

新入 進入 沈入 浸入 
44 お金を拾ったら、かならず警察にとどけましょう。 

寄け 避け 届け 渡け 
45 おおきなじしんに     した。 

しっかり うっかり びっくり はっきり 
46 出発は九時ですから、八時半   ここへ来て下さい。 

より から までに まで 
47 まだ夏ではない   、とても暑くなりました。 

ので のに から こそ 
48 交通が不便で   なければ観光客が来る。 

さえ しか より ばかり 
49 他好像很沒精神。 

あの人は元気がないそうだ。 あの人は元気がなそうだ。 
あの人は元気がなさそうだ。 あの人は元気ではないそうです。 

50 我被老師罰站了五分鐘。 
私は先生に五分間立たせられました。 私は先生に五分間立たれました。 
私は先生に五分間立たせました。 私は先生に五分間立ちました。 

51 彼のあまりの仕事ののろさに、皆    した。 
くよくよ くさくさ うじうじ いらいら 

52 彼女は何か嬉しいことがあったのか、今日は終始    している。 
めそめそ にこにこ わくわく いそいそ 

53 朝から降り始めた雨は    と音をたて、一日中やまなかった。 
だらだら ざあざあ ぴゅうぴゅう ごたごた 

54 子供にそんな高価なものを買ってあげても、  に小判だよ。 
馬 猫 犬 猿 

55 人の好みは    だから、無理強いはできない。 
十人十色 九人九色 八人八色 七人七色 

56 彼とあの人とでは見掛けは似ているが、中身は   とスッポン程にも違う。 
星 風 月 山 

57 試験に一度失敗したからといってくよくよしないで、  を取り直してまた勉強しよう。 
期 気 着 木 

58 添乗員は「値引きこうしょう」は上手です。 
考証 工商 交渉 公称 

59 先生が今日いらっしゃることは、しょうちしていました。 
生知 少知 上知 承知 

60 妻がへそくりを    ためてくれたおかげで、家が買えた。 
こつこつ めきめき はきはき めらめら 

61 父はまもなくそちらへ    。 
おまいりします いらっしゃい まいります いらっしゃいます 

62 しんちょうに行動せよ。 
伸張 伸長 慎重 深長 

63 特急に乗れば、夕方には東京に着きます。 
ゆうがた ゆうかた ゆかた ゆがた 

64 説明を補足する。 
ほそく ほぞく ほうそく ほうぞく 

65 外国語が    になるには、大変な努力が必要だ。 
くどくど いきいき すぱすぱ ぺらぺら 
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66 夕べは   ねむったので、今日はとてもちょうしがいい。 
ぐっすり ぐっすら ぐっとり ぐっとら 

67 政治にかんしんを持つ。 
関心 歓心 感心 寒心 

68 きのうとこやへいって、髪を短く切ってもらいました。 
床家 床屋 八百屋 床山 

69 火事や地震のときは、この非常口から逃げて下さい。 
ひちょうぐち ひじょうぐち ひじょうこう ひちょうくち 

70 彼は  が堅いから大丈夫、秘密は守るさ。 
耳 目 手 口 

読解問題Ⅰ 次の文を読んで、適当な答えをそれぞれ一つ選びなさい。 
「新元気な野菜くん」発売のお知らせ 
長年 71 好評をいただいている栄養ジュース「元気な野菜くん」ですが、この 4月 1日に、より飲みや

すいものに改良した「新元気な野菜くん」を発売することになりました。皆さんに飲みやすさを実感してい

ただきたいと思い、発売前にサンプルを 72 。お値段はそのままで、さらにおいしくなり、 73 お子様
にも喜んでいただけると思います。ぜひ 74 。 
71 長年 71 好評をいただいている栄養ジュース「元気な野菜くん」です。 

をわたって にわたって について にかけて 
72 発売前にサンプルを 72 。 

見かけました 見せました お届けました お届けしました 
73 さらにおいしくなり、 73 お子様にも喜んでいただけると思います。 

大人の方に限って 大人の方に限りで 大人の方に限らず 大人の方に限り 
74 ぜひ 74 。 

お試しください お試してください 作ってみてください 採ってみてください 
75 この文章の内容と合っているものはどれか。 

「新元気な野菜くん」は、使っている野菜が変わり、味も変わった。 
「新元気な野菜くん」は、改良したので、注文が多くなった。 
「新元気な野菜くん」は、3月 31日までに注文してほしい。 
「新元気な野菜くん」は、「元気な野菜くん」と同じ値段です。 

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。 
今日のような国際的な情報化社会では、言葉を使うことなく過ごすことはできない。 76 職業に就くと

なるとなおさらである。職業によっては、外国の人々とのコミュニケーションがどうしても必要なものもあ

る。 
私たちが 77 口で言われなくても相手の考えていることを察して行動したり、あるいは相手にそのよう

な行為を期待したりすることが多い。「察しがいい」とか「 78 気がきく」というのはほめことばである。 
逆に、自分の意見や願望をはっきり口に出すことはいつも評価されるとは限らない。ときには、「我が強

い」とか、「自己主張しすぎる」などと非難されることになる。 79 私たちは、ことばによるコミュニケー
ション 80 、「言わない」ことのコミュニケーションに気をつかうのである。 
76  76 にはどんなことばが入りますか。 

なお ただし まして よほど 
77  77 の内容を表す言葉はどれですか。 

一石二鳥 以心伝心 単刀直入 一期一会 
78 「 78気がきく」 は、どういう意味か。 

自分の気持ちに合わない 心配する 
注意して置く  心が行き届く 

79  79 にはどんなことばが入りますか。 
だからこそ しかしながら それなら それから 

80  80 にはどんなことばが入りますか。 
以前に 以上に 以下に 以後に 


