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【注  意  事  項】 

 

1. 請先核對考試科目與報考類別是否相符。 
2. 本試題分三部分，總共為 100 分，請依題號順序作答。 

第一部分（第 1 至 20 題，每題 1 分，合計 20 分） 

第二部分（第 21 至 35 題，每題 2 分，合計 30 分） 

第三部分（第 36 至 60 題，每題 2 分，合計 50 分） 
3. 本試題均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請 

選出一個最適當的答案，然後在答案卡上同一題號相對位置方格內，用

2B 鉛筆全部塗黑。答錯不倒扣。 
4. 請在試題首頁准考證號碼之方格內填上自己的准考證號碼，考完後將

「答案卡」及「試題」一併繳回。 
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第一部分 ：語彙測驗（共有 20 題，每題 1 分，合計 20 分） 

下列第 1 題至 20 題，每題各附有四個備選答案，請選出其最適當者。 

1. 新商品の宣伝にさんざん骨を折った。売れたら、万歳だ。 
(A) まんさい (B) はんざい (C) ばんざい (D) ばんさい 

2. 宮崎駿のアニメは、大人にも子供にも人気がある。 
(A) にんき (B) じんけ (C) ひとけ (D) ひとげ 

3. あの人は生物が好きだから、昼ご飯はいつも刺身定食にします。 
(A) いきもの         (B) せいもの (C) なまもの (D) なりもの 

4. 学歴偏重の採用を続ければ、これからの時代に必要な創造的人材は得られない恐れが 
ある。 
(A) へんじゅう        (B) へんじょう       (C) へんちゅう        (D) へんちょう 

5. 妹は今、部屋で一人で静かに を書いています。 
(A) 勉強 (B) 作文 (C) 授業 (D) 試験 

6. お土産を贈るときは、「 物ですが、どうぞお納めください」と言います。 
(A) わるい (B) かるい (C) おいしい (D) つまらない 

7. 車窓から移り変わる風景を眺めながら、地方の名物を食べるのが楽しみです。先月 
大阪へ出張するときも、 に乗る前に、駅弁を買っておきました。 
(A) 新幹線 (B) 自転車 (C) 飛行機 (D) 遊覧船 

8. 先週の日曜日、友達と箱根へ行って温泉に 。楽しい一日を過ごしました。 
(A) 泊まりました (B) 入りました (C) 浴びました (D) 泳ぎました 

9. 夕べ遅くまで起きていました。今朝 して、電車に乗りおくれました。 
(A) 出席 (B) 遠慮 (C) 留守 (D) 寝坊 

10. 警察から、オウム真理教の秘密活動の実態が続々 された。 
(A) 公表 (B) 公明 (C) 公認 (D) 公然 

11. 風が吹いているときは、 を着て出かけます。 
(A) ズボン (B) コート (C) スカート (D) ソックス 

12. きのう、コンビニで を買いました。 
(A) ゴミ  (B) ガソリン  
(C) ランチ  (D) キャッシュカード 
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13. この にホテルの案内があります。ツインルームは一泊で 12,000円、それに 
夕食がついていると書いてあります。 
(A) パンフレット (B) スポーツ (C) メニュー (D) サイン 

14. 近年は、通勤時間がかかること、生活サイクルの変化、 などの理由で、 
朝ご飯を食べない人も多い。 
(A) プレゼント (B) チャンス (C) ボーナス (D) ダイエット 

15. 毎日仕事に追われて、たいへん疲れた。今度のウイークエンドは、  
休みたい。 
(A) だんだん (B) ゆっくり (C) まっすぐ (D) ちょうど 

16. 図書館から借りた本は、 返さなければならない。 
(A) 必ず (B) ずっと (C) 決して (D) なるべく 

17. 佐藤先生はアメリカで生まれ、そして中国に留学したことがあるから、英語も北京語も 
というわけだ。 

(A) はらはら (B) げらげら (C) いきいき (D) ぺらぺら 

18. 山田さんは仕事の合間、私の忘れ物を 家まで届けてくれた。 
(A) こつこつ (B) わざわざ (C) ますます (D) そろそろ 

19. 不況が続き、経営不振という理由で になった人が増えてきている。 
(A) 足 (B) 腰 (C) 首 (D) 骨 

20. こんなにたくさんの借金があっては、少しずつ返すと言っても、 だ。 
(A) 焼け石に水  (B) 下手の横好き  
(C) 失敗は成功のもと  (D) 塵も積もれば山  

 

 

21. お金が足りなかったので、ローン 新しい車を買いました。 
(A) の (B) と (C) で (D) を 

22. いくら話し合っても意見が分かれているため、会議は深夜 続いた。 
(A) から (B) まで (C) ほど (D) に 

23. 夏休みには、家族全員でヨーロッパ 旅行してきた。 
(A) が (B) と (C) は (D) を 

 

第二部分 ：文法測驗（共有 15 題，每題 2 分，合計 30 分） 

下列第 21 題至 35 題，每題各附有四個備選答案，請選出其最正確者。 
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24. 去年はだめだったけど、今年 大学に合格したい。 
(A) こそ (B) しか (C) だけ (D) さえ 

25. 休み時間に突然急用ができて、クーラーをつけた 、出掛けてしまった。 
(A) ので (B) だけ (C) なら (D) まま 

26. おなかがぺこぺこでしょう。お弁当 、いかがですか。 
(A) さえ (B) こそ (C) でも (D) が 

27. 一日に一食しか食べていない 、５キロも太ってきた。 
(A) し (B) なら (C) ので (D) のに 

28. 一応、あの仕事に応募してみたが、運転が あの会社に採用されなかった。 
(A) できないと  (B) できなくて  
(C) できなくても  (D) できないけれど 

29. きょう、自動車のセールスマン 勝手に入ってこられて、一時間も話を聞かさ

れた上に、新車を買わされそうになった。 
(A) が (B) を (C) に (D) と 

30. 忘れない 、この料理の作り方をメモしておきました。 
(A) うちに (B) ことに (C) たびに (D) うえに 

31. あのお菓子は、安くておいしいから、飛ぶ 売れた。 
(A) くせに (B) そうに (C) ように (D) だけに 

32. 父は佐々木専務に「年も取ってるし、ふさわしいポストもないし、」といろいろ 
言われて、無理に退職 しまいました。 
(A) して (B) されて (C) させて (D) させられて 

33. 汚水処理場が建設されるかどうかは住民投票 決定されることになっている。 
(A) に関して (B) に対して (C) によって (D) にとって 

34. 紛争が起こらないように、消費者 の対応は慎重だ。 
(A) へ (B) から (C) で (D) に 

35. お忙しい お集まりいただき、ありがとうございます。 
(A) までに (B) ところを (C) に際して (D) にあって 
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第三部分：綜合閱讀與寫作測驗（共有 25 題，每題 2 分，合計 50 分） 

下列第 36 題至 60 題，每題各附有四個備選答案，請依各問題說明作答。 

以下第 36 題至 49 題為閱讀測驗，請依各題提問作答。 

私は、今困っています。毎日仕事が終わってから、課長が「飲みに行こう」と私に言うか

らです。私はあまりお酒が好きではありません。そして、仕事が終わってから会社の人と一

緒にお酒を（38）ありません。学校の友達や、ガールフレンドと行くほうが楽しいです。 
でも、今までいつも課長と一緒に飲みに行きました。明日は「すみません、今日はちょっと 
（40）がありますので、一緒に行けません」と言いたいと思っています。 

36. 筆者はなぜ困っていますか。 
(A) 毎日課長から「飲みに行こう」と言われているからです 
(B) お酒が飲めたくなるからです 
(C) お酒が好きだからです 
(D) ガールフレンドと一緒にお酒を飲まなければならないからです 

37. 筆者は毎日仕事が終わってから何をしていますか。 
(A) 学校の友達とお酒を飲んでいます (B) ガールフレンドとお酒を飲んでいます 
(C) 課長とお酒を飲んでいます           (D) カラオケを楽しんでいます 

38. （38）の中に入れるのに最も適当な言葉はどれですか。 
(A) 飲みたく (B) 飲みたい (C) 飲んでいる (D) 飲むこと 

39. 次のうち筆者にとって最も楽しいと思われることはどれですか。 
(A) 会社の人とビールを飲むことです  
(B) 課長とお酒を飲むことです 
(C) 親と家で晩酌をすることです      
(D) 友達やガールフレンドと飲みに行くことです 

40. （40）の中に入れるのに最も適当な言葉はどれですか。 
(A) 大事 (B) 用事 (C) 幼事 (D) 工事 

ケン：ゆりさんはお兄さんがいますか。 
ゆり：いいえ、兄はいませんが、姉が２人います。 

１人は去年大学を卒業して、会社に（44）います。 
もう１人はまだ大学に行っています。 

ケン：弟さんはいますか。 
ゆり：ええ、１人います。中学３年生です。 
ケン：じゃ、４人兄弟ですか。 
ゆり：いいえ、５人です。小さな妹が１人いるんです。（45）ですよ。 
ケン：いいですね。小学生ですか。 
ゆり：いいえ、まだ３さいですから、学校に行っていません。 
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41.  ゆりさんを入れて彼女の兄弟は何人ですか。 
(A)  ３人です (B) ４人です (C) ５人です (D) ６人です 

42.  ゆりさんの小さな妹は、今何年生ですか。 
(A) 小学校１年生です  (B) 中学校 3年生です 
(C) 大学に行っています   (D) まだ､学校に行っていません 

43.  ゆりさんの兄弟の構成は何ですか。 
(A) 兄１人、姉２人、弟１人、妹１人です (B) 姉２人、弟１人、妹１人です 
(C) 兄２人、姉２人、弟１人、妹１人です (D) 兄１人、姉１人、弟１人、妹１人です 

44.  （44）の中に入れるのに最も適当な言葉はどれですか。 
(A) 得意して (B) 働いて (C) 勤めて (D) 募集して 

45.  （45）の中に入れるのに最も適当な言葉はどれですか。 
(A) かわいい (B) あまい (C) おいしい (D) おかしい 

無口であるとよく人に言われる。また、自分から発言するよりは、人の話をよく聞く 
タイプであるとも評される。しかし、これは生来的なものではない。中学２年までは、話に

多少の誇張をまじえて、面白く人に話すことが好きであった。 

46.  「生来的な」と違った意味のものを選びなさい。 
(A) 生れつきの (B) 持ち前の (C) 先天性の (D) 生れてからの 

47.  「誇張」と、最も近い意味はどれですか。 
(A) 大袈裟にする (B) こっそりとする (C) 捲し立てる (D) 張り切る 

48.  「まじえて」と、最も近い意味はどれですか。 
(A) 加え入れて (B) 強化して (C) 深くして (D) 弱体化して 

49.  本文と合うものを選びなさい。 
 (A) 作者は中学２年までは無口だった 
 (B) 作者は中学２年以降は無口になった 
 (C) 作者は中学２年以降はお喋りが好きになった 
 (D) 作者は中学２年まではお喋りが嫌いだった 

以下第 50 題至 51 題為重組題，請自各題之備選答案中選出最適當者。 

50.  a.選挙権が与えられ、法的に飲酒が許されるし、 
 b.２０歳になると、 
 c.親の承諾なしに結婚できる。 
 d.また、犯罪を犯すと、少年犯ではなく、大人として処罰される。 
 (A) bdac  (B) dbac  (C) bacd  (D) bcad 
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51.  a.未婚者の独身寮から家族持ちの者の住宅まで、 
 b.日本の会社や官庁では、 
 c.低額の家賃で借りられる。 
 d.社宅、官舎の制度が発達しており、 
 (A) dbac  (B) bdac  (C) badc  (D) abdc 

以下第 52 題至 53 題為書信寫作之格式與用語等問題，請依各題提問作答。 

52.  以下の４つの表現のうち、他の３つとは決して同一の手紙の中で使われることのない 
     ものはどれですか。一つ選びなさい。 

a.拝啓 
b.時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
c.さて、このたび・・・・・・・・。 
d.草々 

 (A) a  (B) b  (C) c  (D) d 

53.  封筒の宛先の敬称は、次のうちどれが最も正しいですか。 
(A) 森林大学教務係 殿  (B) 森林大学教務係 様 
(C) 森林大学教務係 御中  (D) 森林大学教務係 方々 

以下第 54 題至 55 題係填充題，請依各題提問作答。 

日本には発行部数が八百万を超える日本中で読まれている新聞がある。それは「（54）」と

呼ばれている。それに対し、一部の地方で発行され、その地域の住民に親しまれているもの

を「（55）」という。 

54.  （54）の中に入れるのに最も適当な言葉はどれですか。 
 (A) 中央紙 (B) 全国紙 (C) 新聞紙 (D) 地方紙 

55.  （55）の中に入れるのに最も適当な言葉はどれですか。 
 (A) 中央紙 (B) 全国紙 (C) 新聞紙 (D) 地方紙 

以下為翻譯題，第 56 題至 58 題係中翻日，第 59 題至 60 題係日翻中，請自各題選出最適切者。 

56.  王先生李小姐，今天恭喜你們結婚。受邀來參加如此美好的喜宴，謹致誠摯謝意。 

 (A) 王さん、李さん、今日はご結婚おめでとうございます。また、このような盛大な披 
露宴にお見えになって、誠にありがとうございます。 

 (B) 王さん、李さん、本日はご結婚おめでとうございます。また、このような立派なご 
披露宴にお招きいただき、誠にありがとうございます。 

 (C) 王さん、李さん、本日はご結婚おめでとうございます。また、このような無敵なご 
披露宴にいらっしゃり、誠にありがとうございます。 

 (D) 王さん、李さん、今日はご結婚おめでとうございます。また、このような豪華な披 
露宴に来ていただいて、誠にありがとうございます。 
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57.  前天由於租屋一事，承蒙照顧。託您的福我已租好了，真是感激不盡。 
 (A) 先日はアパートの件で、大変お世話になりました。お蔭様で、アパートを借りる 

 ことが出来ました。本当にありがとうございます。 
 (B) この前はアパートの事で、大変ご面倒でした。お蔭様で、アパートを貸すことが 

 出来ました。本当にありがとうございます。 
 (C) この間はアパートの案で、大変お世話にいただきました。お蔭様で、アパートを 

 賃貸することが出来ました。本当にありがとうございます。 
 (D) 先日はアパートのケースで、とてもご面倒でした。お蔭様で、アパートを借入する 

 ことが出来ました。本当にありがとうございます。 

58.  天皇一行人在 10 月 31 日抵達東京，進入江戶城。 
 (A) 天皇の一団は、１０月３１日に東京に定着し、江戸城に進入しました。 
 (B) 天皇の一団は、１０月３１日に東京に抵着し、江戸城に進出しました。 
 (C) 天皇の一行は、１０月３１日に東京につき、江戸城に入りました。 
 (D) 天皇の一行は、１０月３１日に東京に向かい、江戸城に行きました。 

59.  マイクは南山大学で日本語を勉強している留学生である。クラスは毎朝９時に始まる 
     ので、どうしても朝のラッシュ・アワーとぶつかってしまう。 
 (A) 邁克是在南山大學學習日語的留學生。因為，每天早上 9 點就開始上課，所以，不管 

     怎麼樣總會遲到。 
(B) 邁克是在南山大學學習日語的留學生。因為，每天早上 9 點就開始上課，所以，不管 

       怎麼樣總會碰上交通尖峰時段。 
 (C) 邁克是在南山大學學習日語的留學生。因為，每天早上 9 點就開始上課，所以，不管  

   怎麼樣總會被點到名。 
 (D) 邁克是在南山大學學習日語的留學生。因為，每天早上 9 點就開始上課，所以，不管 

怎麼樣總來不及參加平常考試。 

60.  近代を迎えた日本が学ぶべき国は、かつての中国ではなく、欧米、つまり西洋諸国 
でした。 
(A) 應該向邁入近代的日本學習的國家，既不是過去的中國也不是歐美，而是西洋諸國。 
(B) 應該向邁入近代的日本學習的國家，不是只有中國還有歐美，也就是西洋諸國。 
(C) 邁入近代的日本，其所該學習的國家，不但是過去的中國也包括歐美，亦即是西洋 

諸國。 
(D) 邁入近代的日本，其所該學習的國家，不是過去的中國而是歐美，亦即是西洋諸國。 

 

【以下空白】 

 


