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【㊟  意  事  ㊠】 

1. 本試題共 50 題，每題 2 分，共 100 分。 

2. 本試題均為單㆒選擇題，每題都㈲ (A)、(B)、(C)、(D) ㆕

個選㊠，請選出㆒個最㊜當的答案，然後在答案卡㆖同㆒題

號相對位置的方格範圍內，用 2B 鉛筆全部塗黑，答對者得

題分，答錯者不倒扣，不答者該題以零分計。 

3. 本試題紙空白處或背面，可做草稿使用。 

4. 請先在試題首頁准考證號碼之方格內填㆖㉂己的准考證號

碼，考完後將「答案卡」、「試題」㆒併繳回。 

5. 請核對考試科目與報考類別是否相符。 
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問題㆒問題㆒問題㆒問題㆒ 

春休みに、私は旅行へ行った。その時、父は私にお金を二千元  (1)  けど、ちょっと足

りないので、弟から少し貸して  (2)  。出発前に、先生は、旅行地について色々教えて 

  (3)  。旅先で先生から貸して  (4)  デジタルカメラで沢山の写真を撮った。そして、

帰りにお土産として、父に紹興酒を買ってあげた。弟には絵葉書を買ってやった。また、

先生には凍頂烏龍茶を  (5)  。 

1.   (1)  に入る最も適当な言葉は次のどれですか。 

(A) もらった (B) くれた (C) あげた (D) やった 

2.   (2)  に入る最も適当な言葉は次のどれですか。 

(A) くれた (B) くださった (C) もらった (D) いただいた 

3.   (3)  に入る最も適当な言葉は次のどれですか。 

(A) くださった (B) もらった (C) いただいた (D) くれた 

4.   (4)  に入る最も適当な言葉は次のどれですか。 

(A) くれた (B) くださった (C) もらった (D) いただいた 

5.   (5)  に入る最も適当な言葉は次のどれですか。 

(A) くださった (B) さしあげた (C) やった (D) いただいた 

問題二問題二問題二問題二    

来週に結婚式を  (6)  、考えることがある。自分がまさか (7) こんなことになるとは

思いもしなかった。日本で大学を卒業して、アメリカに留学した。留学前に親戚の叔父や

叔母が、「よしこちゃん、青い目の旦那さんをつれてくるんじゃないの。」などと、からか

っていたが、そんな時、父は、むきになって「絶対許さん。よしこはどこへもやらん。」と 

  (8)  そうに言っていた。 

6.   (6)  に入る最も適当な言葉は次のどれですか。 

(A) しかえて (B) かかえて (C) むかえて (D) ひかえて 

7.   (7)  「こんなこと」とはどんなことですか。 

(A) アメリカ留学 (B) 卒業旅行 (C) 国際結婚 (D) 誘拐事件 

8.   (8)  に入る最も適当な言葉は次のどれですか。 

(A) うれし (B) さみし (C) つら (D) ふきげん 

問題三問題三問題三問題三    

台湾は長年来、アジアの大陸文化と太平洋の海洋文化が交わる十字路となってきた。多

彩な文化伝統の (9) 万華鏡。台湾を訪ねる日本人は、たいていその活気と、台湾人の盛大

な歓待に驚かされる。海外の観光地で、 (10) これほど日本人に優しい場所が他にあるだ

ろうか。1999年 9月 21 日に発生した台湾大地震の影響で日本からの (11) 客足は遠のい

たが、今では殆ど観光可能な状態だ。冬でも平均気温１５度前後の温暖な気候。豊かな自
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然。エキサイティングな夜の町。ミレニアムを台湾で過ごすのもしゃれている。 

9. (9)「万華鏡」は何と読みますか。 

(A) ばんかきょう  (B) ばんげきょう  

(C) まんげきょう  (D) まんかきょう 

10.  (10) 「これほど日本人に優しい場所が他にあるだろうか」とは、どうしてですか。 

(A) 台湾は活力がみなぎっているし、台湾人は親切でホスピタブルだから 

(B) 台湾は気候が温暖だし、品物も安いから 

(C) 台湾は観光名所にショッピングや食事が楽しめるから 

(D) 台湾は地震があるから 

11. (11)「客足は遠のいた」は何と読みますか。 

(A) きゃくあしはえんのいた (B) きゃくそくはとおのいた 

(C) きゃくそくはえんのいた (D) きゃくあしはとおのいた 

問題四問題四問題四問題四    

  (12)   

  新緑の候となりました。  (13)  におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し

上げます。 

  さて、先日お送りいただいたカタログから、以下のものをお願いします。  (14)  に

つきましては、5月 20日 午後 3時 浅草第一倉庫にお願い致します。  

12.   (12)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) 敬具 (B) 早々 (C) 拝啓 (D) 前略 

13.   (13)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) 恩校 (B) 会社 (C) あなた (D) 貴社 

14.   (14)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) 納品 (B) 返品 (C) 賞品 (D) 全品 

15. これは、どんな目的で書かれた手紙ですか。 

(A) 請求書 (B) 商品の宣伝 (C) 商品の注文 (D) 即売会の通知 

問題五問題五問題五問題五    注意：空欄注意：空欄注意：空欄注意：空欄        (16)(16)(16)(16)        は文中二つありますが、これらには、同じ言葉が入ります。は文中二つありますが、これらには、同じ言葉が入ります。は文中二つありますが、これらには、同じ言葉が入ります。は文中二つありますが、これらには、同じ言葉が入ります。    

「松下電気の真の  (16)  は、生産に次ぐ生産により、物質を (17) 無尽蔵にして、 

 (18) 楽土を建設することである。これを達成するために、今日以後二百五十年をもって 

  (16)  達成期間と定める。」松下幸之助は 1932年 5月 5日、従業員にこう宣言している。

幸之助に、思想家の  (19)  が滲み始めている。天理教を見学し、経営は世の中から貧乏

を無くす「聖なる事業」と考えた  (20)  だった。 

16.   (16)  に入る最も適当な言葉は次のどれですか。 

(A) 使命 (B) 寿命 (C) 命運 (D) 本命 
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17.   (17)  とは、ここではどのような意味ですか。 

(A) いくらとっても無くならない 

(B) 無にするように努力する 

(C) ばらばらになって消える 

(D) まとめて一気に使う 

18.   (18)  と、最も近い意味のものを選びなさい。 

(A) 従業員を信じること 

(B) 貧乏をなくすこと 

(C) 天理教を学ぶこと 

(D) 物質をつくること 

19.   (19)  に入る最も適当な語を選びなさい。 

(A) 具合 (B) 色合い (C) 顔色   (D) 見合い 

20.   (20)  に入る最も適当な語を選びなさい。 

(A) まで (B) のに (C) から (D) より 

問題六問題六問題六問題六    

最近、大学へ入る学生の基礎能力の低下が問題になっている。  (21)  、学生の基礎能

力を云々する時、最も憂慮すべき問題は理数系科目もさることながら、国語力の低下であ

る。 
国語力は、漢字が書けなくなったといった (22) 皮相的なことを除くと、数字には現れ

にくい。従って、危機的状況がおぼろげにしか認識されず、 (24) 対処もなおざりにされ

がちである。しかし、試験や卒業論文、学位論文などの文章をみると、学生の国語力に唖

然とすることがある。 

ゆとりや多様化の教育のせいか、あるいは新聞や本をあまり読まなくなったせいか、さ

らにはワープロの悪い面の影響で字を書かなくなってしまったためか、学生は「言語」を

苦手とするようになってしまったようである。 

21.   (21)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) つまり (B) だが (C) それから (D) だから 

22.  (22) 「皮相的なこと」とはどういう意味ですか。 

(A) 悲しいこと  (B) 真面目なこと 

(C) 表面的なこと  (D) 本当のこと 

23. 国語力低下の危機的状況について、最も適当なものを選びなさい。 

(A) まったく認識されていない 

(B) すっかり認識されている 

(C) かんぜんに認識されている 

(D) はっきり認識されていない 
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24.  (24)「対処」について、次の陳述中、最も適当なものを選びなさい。 

(A) いい加減にして放っておかれがちである 

(B) 過度に重視されがちである 

(C) あらためて重視されがちである 

(D) ふたたび重視されがちである 

25. 学生は言語が得意でない原因で、文章の内容と適合しないもの適合しないもの適合しないもの適合しないものを一つ選びなさい。 

(A) 読書量の減少  (B) 漢字能力の低下 

(C) ワープロの悪影響 (D) ゆとりや多様化の教育 

問題七問題七問題七問題七    

学校のトイレが汚い。その前の廊下まで汚れている。  (26)  いけないと、一人の教師

がトイレの掃除  (27)  取り掛かった。初めのうちは、「先生、汚いよ、よくやるね。」と

囃し立てていた子供が、いつか一緒に掃除をするようになった。  (28)  クラスにトイレ

掃除係が生まれた。 

新聞の家庭欄に出ていたある小学校の「クラス日誌」を読み、いい話しだなと思うと同

時に、正直に言って先生って大変だなと思った。昨今は、掃除をしろと命令するだけで、

自分は何もしない先生は「  (29)  」と批判されるそうだ。先生を非難する心の底に、掃

除は苦役だという気持ちが潜んでいるのではないか。 

けれども、自分の教室の柱を磨き、廊下を磨き、校庭を掃き清める行為には満足感が伴

う。掃除は、基本的には家庭の問題で、学校で強制す (30) べきとは思わないが、自心清

浄、他心清浄の楽しさを教える場が学校にあってもいい。 

26.   (26)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) これでは (B) そこでは (C) あれでは (D) どれでは 

27.   (27)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) と (B) を (C) に (D) で 

28.   (28)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) そして (B) しかし (C) つまり (D) だけど 

29.   (29)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) せこい (B) まずい (C) ずるい (D) こわい 

30.  (30) べきは、「～なければならない」と言い換えることができます。では、意味を変

えずに、「～べき(だ)」の形に言い換えることができるのは、どれですか。 

(A) 混んでいて乗れないので、次のバスまで待たなければならない 

(B) 将来のため、学生は勉強しなければならない 

(C) 雪で汽車が動かないので、今夜はこの町に泊まらなければならない 

(D) 急な停電のため、外食しなければならない 
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問題八問題八問題八問題八 

石田梅岩は「石門心学」の始祖である。梅岩の教えの根源は、彼が独自に考えた (32) 「諸

行即修行」に集約できる。勤勉に働くことは人生修行だ、というのである。「諸業」つまり

百姓なら農耕、商人なら (33) 商い、職人ならものづくり、なんでもいいからその生業に

勤勉に携わっていると、自らの人格が修業される。従って、そのためには生産性を無視し

てもよいのではないか、というのだ。 

例えば、街角の果物屋などで、夜の十時まで開けている店がある。そこで「八時過ぎに

お客さんはどのぐらいきますか。」と聞くと、「八時過ぎにくる人は、 (34) ぼつぼつです

ね。結局、電気代くらいですよ。」「では店を閉めて、休んだら。」というと、 (35) 「いや

あ、遊んでいるのはもったいないですよ、店番でもしていないと。」という返事が返ってき

た。つまり、働いているということによる自己満足、あるいは自分を安心させる習慣が、

この国にはできたのだ。昭和の頃には「日本人は働き過ぎだ」とよくいわれたが、まさに

梅岩の「勤勉に働いていれば精神修行になり、人格が立派になる」という思想の残渣であ

る。 

31. 「石門心学」の中で、一番重要視されているものは何ですか。 

(A) 精神修行 (B) 生産性 (C) 経済性 (D) 習慣 

32.   (32)  とは、この文章の内容から考えるとどういうことですか。 

(A) お金持ちになるためには、とにかく勤勉に働くことである 

(B) 勤勉に働くことによって、社会的地位が高くなる 

(C) 立派な人になるためには、出家修行が大事である 

(D) ある生業に勤勉に働くことによって、人格が立派になる 

33.   (33)  は何と読みますか。 

(A) おとない (B) みたない (C) あきない (D) こりない 

34.   (34)  「八時過ぎにくる人は、ぼつぼつですね。」とあるが、ここではどういう意味

ですか。 

(A) 来客が多い  (B) 来客が来始める 

(C) 来客が少ない  (D) 来客がない 

35.  (35) 「いやあ、遊んでいるのはもったいないですよ、店番でもしていないと。」とあ

るが、ここではどういう意味ですか。 

(A) 遊んでいると、お金を使いすぎてしまうのです 

(B) 店番するのは、金儲けになるのです 

(C) 店を閉めて、遊ぶことは理にかなっていると思うのです 

(D) 儲けを考えず、働くことが習慣になっているのです 

問題九問題九問題九問題九 

日本人にとって言葉は自分を守り、相手を攻撃する武器としての意味をあまり持たず、 

   (36)  互いに相和する気持ちを表現するための手立て、潤滑油であるに  (37)  。従って、
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「  (38)  」となり、言葉の内容はそれほど重視されない場合が少なくない。 

日本の場合、「建て前と  (39)  」の違い、つまり形式と実質、言葉と行為の食い違いは、

日本の場合、往々にして、きわめて大きい。従って、相手の本心が何かは、様々な手段で

探らねばならないが、互いに深い信頼関係にある時、日本人の間に言葉はないのだ。 

36.    (36)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) たまたま (B) まだまだ (C) せいぜい (D) ぎりぎり 

37.   (37)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) 違いない (B) 過ぎない (C) 来られない (D) しかない 

38.   (38)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) 馬の耳に念仏 (B) 猫に小判 (C) 泣きっ面に蜂 (D) うそも方便 

39.   (39)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) 本音 (B) 嘘 (C) 素朴 (D) 建て増し 

40. この文章で、筆者は、日本人にとっての言葉とはどのようものだと考えていますか。次

のうち、当てはまらないもの当てはまらないもの当てはまらないもの当てはまらないものを選びなさい。 

(A) 形式 (B) 建て前 (C) 潤滑油 (D) 本心 

問題十問題十問題十問題十    

日本人との付き合いの中で、飲食を共にすることが多いはずだ。そんな時、 (41) 勘定

を誰が支払うかが問題になる。日本では収入に応じて支払うというのが (42)無言のルール

となっている。年上の者が年下の者と一緒の時は年上の者が、上司と部下の場合には、上

司が、男性と女性の場合には、男性が、だいたい支払う。何度も飲食を共にする場合は、

いつもおごってもらう側の者は 3回に 1回とか、5回に 1回とかの割合で支払うことが多

い。収入にあまり差がない場合や同僚、友達と一緒の時は割勘が普通だ。 (43) そういう

関係でも収入差が大きい場合には、収入の  (44)  に応じて支払いをすることもある。た

だし、飲食を共にする  (45)  が多い場合には、割勘にすることが多い。一人に負担がか

かりすぎるからである。 

41.  (41)「勘定」の読み方は次のどれですか。 

(A) かんてい (B) かんじょう (C) きんてい (D) こんじょう 

42.  (42)「無言のルール」について、次の文中で最も適当なものはどれですか。 

(A) 女性が男性にご馳走する 

(B) 部下が上司にご馳走になる 

(C) 同僚では、必ず割勘にする 

(D) 収入に応じて支払わないこと 

43.  (43)「そういう関係」とは、どんな関係ですか。 

(A) 上司や部下 (B) 年配者と若輩者 (C) 男性と女性 (D) 同僚や友達 
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44.   (44)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) バランス (B) オファー (C) サラリー (D) メジャー 

45.   (45)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) 人間 (B) 度合 (C) 注文 (D) 人数 

問題十一問題十一問題十一問題十一    

日本人のなかには「無宗教」を標榜する人が少なくない。しかし本当に宗教を否定した

り、考え抜いた上での無神論者はきわめて  (46)  。そのことをよく示しているのが、日

本人の「宗教心」についての調査である。 

調査はどれを見ても、だいたい全体の七割が「無宗教だ」と答えている。だが、不思議

なことにその七割の七五％が「宗教心は大切だ」とも答えているのだ。つまり、「個人的に

は無宗教だが、宗教心は大切だと思う」という人が、全体の過半数を占めていることにな

る。 

日本人の多くは、  (47)  宗教心は豊かなのである。ただ、その宗教心を「特定の宗教」

に限定されることに抵抗があるのだ。たとえば、新聞などで墓地の広告がでるとき、ほと

んどが「宗派を問わない」ことをうたい文句にしている。  (48)   墓をつくり墓に (49) 詣

でることが宗教ではないかのような扱いなのである。だが、墓参りがれっきとした宗教心

のあらわれであることはいうまでもない。 

46.   (46)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) 多い (B) 確かだ (C) 少ない (D) 不確かだ 

47.   (47)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 

(A) まさに (B) むしろ (C) やはり (D) 言うまでもなく 

48.   (48)  に入る最も適当なものを選びなさい。 

(A) まるで (B) しかも (C) まさか (D) ところが 

49.  (49) 「詣でる」の読み方は次のどれですか。 

(A) しでる (B) もうでる (C) こころでる (D) ゆうでる 

50. 文中の日本人の宗教観について、最も適当なものを選びなさい。 

(A) 宗教心をもたず、宗教を否定している 

(B) 特定の宗教を認める 

(C) 信仰の自由を認める 

(D) 宗派にこだわらず、宗教心を持つことが大切である 


