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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. 本試題分三部份，共 100 分，請依題號順序作答。 

第一部份（第 1 至 20 題，每題 1 分，共 20 分） 

第二部份（第 21 至 35 題，每題 2 分，共 30 分） 

第三部份（第 36 至 60 題，每題 2 分，共 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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第一部份：語彙測驗(第 1 至 20 題，每題 1 分，合計 20 分)  

1. 本日休業の看板が出ています。 
(A) もとにち (B) ほんじつ (C) ほんにち (D) もとじつ  

2. 外国人登録は面倒です。 
(A) がいこくにん (B) がいこくじん (C) かいこくにん (D) かいこくしん  

3. 分からなかったら係員に連絡してください。 
(A) けいいん (B) かがりいん (C) けいん (D) かかりいん 

4. 佐藤さんは、字が上手です。                                         
(A) うわて (B) にがて (C) じょうず (D) じょうしゅ 

5. 荷物をかたづけてください。 
(A) にもつ (B) にもの (C) かもつ (D) にぶつ 

6. 江戸東京博物館を見学しました。 
(A) えこ (B) こうど (C) えど (D) こうふ 

7. さっき中山路で自動車どうしの正面衝突の事故をみた。 
(A) しょうめんしょうげき (B) しょうめんじょうどつ  
(C) しょうめんしょうどつ (D) しょうめんしょうとつ 

8. 勉強と趣味の両立はむずかしい。 
(A) りょうりつ (B) りょうだち (C) りょうたち (D) りょうりち 

9. 今の総理大臣は外見は地味だが実行力がある。 
(A) じみ (B) じあじ (C) ちみ (D) ちあじ 

10. 彼の細君は、かなり前に亡くなっている。 
(A) ほそぎみ (B) さいきみ (C) ほそくん (D) さいくん 

11. 工事で道路がこんでいますから、路面電車を      したほうがいいよ。 
(A) 搭乗 (B) 乗る (C) 利用 (D) 乗った 

12. 黄先生は      のある人です。 
(A) ハンサム (B) ユーモア (C) イコール (D) ベテラン 

13. 総統閣下は博物館を      。 
(A) うかがいました  (B) はいけんしました 
(C) おいでになりました (D) ごらんになりました 
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14. 辞典のことを日本語では      ともいう。 

(A) 語引 (B) 詞引 (C) 字引 (D) 学引 

15. 校庭には誰もいないはずなのに、人の      がする。 

(A) 人気 (B) 配気 (C) 気配 (D) 様子 

16. お皿を落として、粉々に      しまいました。 

(A) やけて (B) やぶれて (C) きれて (D) われて 

17. 夫婦げんかは、      も食わない、と言われています。 

(A) ねこ (B) かえる (C) いぬ (D) うさぎ 

18. あの二人は、あんなに仲がよいが、雨降って      固まる、とはよく言った 

ものだ。 

(A) 傘 (B) 地 (C) 天 (D) 雪 

19. 煙の場所でタバコを吸わないのは、最低の      です。 

(A) アイディア (B) テーマ (C) マナー (D) ケース 

20. この CD は、      で、お金がおろせます。 

(A) 歌 (B) 通帳 (C) 切符 (D) 手帳 

第二部份：文法測驗(第 21 至 35 題，每題 2 分，合計 30 分) 

21. 藤井先生は、一年      二回、日本に帰ります。 

(A) に (B) て (C) と (D) の 

22. この消火器は、火を消す      使います。 

(A) のが (B) のを (C) のに (D) ので 

23. 社長      新入社員に記念品がおくられました。 

(A) は (B) が (C) から (D) へ 

24. わたしは朝、必ずパンをたべる      にしています。 

(A) たい (B) そう (C) よう (D) ため 

25. 午後の会議は都合がわるいので、かわりに林君に      。 

(A) 行かせます (B) 行けます (C) 行きましょう (D) 行きます 

26. かれは数学を専攻した      、計算がはやい。 

(A) だけであって (B) だけあって (C) だけなので (D) だけで 
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27. 東京に行った時、人の      にびっくりした。 

(A) 多く (B) 多くて (C) 多かった (D) 多さ 

28. このカメラは      すぎて、わたしには買えません。 

(A) 高い (B) 高く (C) 高 (D) 高くて 

29. たとえできなくても、自分      考えてやってみなさい。 

(A) として (B) なりに (C) ながら (D) であれ 

30. 動物園内では、動物たちにえさを      でください。 

(A) うらない (B) やらない (C) もらわない (D) くれない 

31. 一生懸命がんばった      には、いい結果がでなかった。 

(A) うえ (B) わり (C) くらい (D) から 

32. このズボンは、私に      だ。 

(A) ちょっぴり (B) ぐんぐん (C) ばかり (D) ぴったり 

33. お客さんがくる前に、部屋をそうじして      。 

(A) あります (B) おきます (C) くれます (D) ところです 

34. 現代の音楽は、一つの調      で最初から終わりまですむというのはほとんど 

なく、転調の連続です。 

(A) から (B) より (C) べき (D) だけ 

35. たいていの用事は、 だいたい 15 分ぐらいで      かたづいてしまうものですが、

すぐ帰るのも失礼だと思って、けっきょく長居してしまいます。 

(A) ほんとうは (B) やっと (C) かならず (D) ぜったいに 

第三部分：綜合閱讀與寫作測驗(第 36 至 60 題，每題 2 分，合計 50 分) 

以下第 36 題至 55 題為閱讀測驗，請依各題提問作答。 

A：すみません。ちょっとお伺い（ 36 ）しますが。 この町内のゴミ収集日はいつですか。 

B：ああ、ゴミの日ね。燃えるゴミは月、水、金曜（ 37 ） 、燃えないゴミは火曜です。 

A：あき缶やあきビンなどの資源（ 38 ）ゴミはどうなってるんですか。 

B：水曜と土曜日ですが。でも、われたあきびんやガラスなんかは資源ゴミの分類では 

   なく、燃えないゴミの日に出してください。 

A：はい、わかりました。 
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36. お伺い（ 36 ）と全く違う意味のものを選んでください。 

(A) たずねる (B) きく (C) しつもんする (D) もうす 

37. （ 37 ）に最も適当なものはどれですか。 

(A) から (B) で (C) が (D) を 

38. 資源（ 38 ）の読み方はどれですか。 

(A) しげん (B) じけん (C) じげん (D) しけん 

39. われていない空きびんは何曜日に出せますか。 

(A) 水曜日です  (B) 水、土曜日です 

(C) 月、水、金曜日です (D) 火、木、土曜日です 

40. どの分類のゴミも出せないのは何曜日ですか。 

(A) 日曜日と月曜日と金曜日です (B) 日曜日と月曜日と金曜日です 

(C) 日曜日と木曜日です (D) 日曜日と金曜日です 

近所（ 41 ）にいいデパートがあります。わたしはこのところ（ 42 ）いそがしか

ったので、そのデパートにはなかなかいけませんでした。時々、そこではバーゲンをして

います。明日はちょっと時間があるので、そこへ買物に行こうと思っています。とても、

人気があるお店なので、 いつもお客で（ 44 ）います。 明日は平日なので空いて（ 45 ）

いると思います。 

41. 近所（ 41 ）の読み方はどれですか。 

(A) ぎんしょ (B) ちかところ (C) ぎんじょ (D) きんじょ 

42. このところ（ 42 ）と同じ意味なのはどれですか。 

(A) このまえ (B) このさき (C) このごろ (D) このうえ 

43. どうして明日、このデパートに行こうと思ったのですか。 

(A) 新しいデパートができたから (B) 少し暇があったから 

(C) 買物ができるからです (D) デパートのお客さんが少ないから 

44. （ 44 ）に最も適当なものはどれですか。 

(A) ごったがえして (B) まんいん (C) こまって (D) じゅうまんして 

45. 空いて（ 45 ）の読み方はどれですか。 

(A) くういて (B) あいて (C) くいて (D) すいて 
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陳さんは、７人家族です。今年、高雄の男子高校（ 46 ）卒業します。おとうさんは 
コンビニ（ 47 ）を経営しています。おにいさんは会社員です。今、台北で働いています。 
おねえさんは、ふたりいます。ひとりは、台南の小学校の先生です。もうひとりは高雄の

大学生です。おとうとさんは、中学生です。陳さんの母校（ 48 ）通っています。いも

うとさんも、そうです。おかあさんは、２年前に亡くなりました。 

46. （ 46 ）に最も適当なのはどれですか。 

(A) から (B) を (C) へ (D) で 

47. コンビニ（ 47 ）を中国語にするとどれですか。 

(A) 超級市場 (B) 便利商店 (C) 量販店 (D) 雜貨店 

48. （ 48 ）に最も適当なのはどれですか。 

(A) を (B) に (C) へ (D) で 

49. 陳さんは、何人兄弟ですか。 

(A) ２人兄弟です (B) ３人兄弟です (C) ５人兄弟です (D) ６人兄弟です 

50. 次のうち、正しいものはどれですか。 

(A) 父は会社員です  (B) 兄は高雄に住んでいます 

(C) 母は中学校の教師です (D) 妹は中学生です 

台湾（ 51 ）初めて行った司馬遼太郎は、交差点でショックを受けた。赤信号でも、 

人が横断していないとみると、運転者は簡単に突破してしまう。歩行者にとって、信号は

一つの目安（ 52 ）にすぎない。信号を信用（ 53 ） 、危険には自分で責任をもて、 

ということが一日滞在するだけで、身にしみてわかる。その言う通りである。（ 54 ） 

台湾の交差点を渡るときは、全神経を耳と目に集中（ 55 ） 。 

51. （ 51 ）に最も適当なものはどれですか。 

(A) で (B) に (C) の (D) か 

52. 目安（ 52 ）の読み方はどれですか。 

(A) もくあん (B) めあん (C) めやす (D) もくやす 

53. （ 53 ）に最も適当なものはどれですか。 

(A) すると (B) すれば (C) しろ (D) するな 

54. その言う通りである。（ 54 ）とは誰の言う通りですか。 

(A) 司馬遼太郎 (B) 運転者 (C) 歩行者 (D) 作者 
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55. （ 55 ）に最も適当なものはどれですか。 

(A) したほうがいい  (B) しなければならない 

(C) してもいい  (D) するな 

以下第 56 題至 57 題為重組測驗，請自各題之備選答案中選出最適當者。 

56. a．やはり飛行機が一番はやいです。 
b．道路がすいていれば高速バスも電車と同じくらいです。 
c．その次にはやいのは電車ですけど、 
d．高雄から台北に行くには、 
(A) bcad (B) abdc (C) dacb (D) dbca 

57. a．たくさんいる。 
b．自分のついたうそをすぐ忘れてしまう人である。 
c．でも一番醜いと思える人とは、 
d．うそをつくくせのある人は、 
(A) dacb (B) cdab (C) dbca (D) cadb 

以下為翻譯題，第 58 題至 59 題為中翻日，第 60 題為日翻中，請自各題之備選答案中選出 
最適當者。 

58. 不知從哪裡傳來了鋼琴的聲音。 
(A) どこからかピアノの音が聞こえてきました。 
(B) どこからピアノの声が聞こえてきましたか。 
(C) どこからかピアノの声が聞こえてゆきました。 
(D) どこからピアノの音が伝わってきましたか。 

59. 以茶代酒、喝了一杯。 
(A) お酒よりお茶を一杯飲みましょう。 
(B) お茶のかわりにお酒を一杯飲みました。 
(C) お茶よりお酒を一杯飲みましょう。 
(D) お酒のかわりにお茶を一杯飲みました。 

60. だれもやらないので、やむを得ずわたしが引きうけることにしました。 
(A) 誰都不幹，只好由我承擔下來了。 
(B) 誰都不幹，我很願意承擔下來。 
(C) 誰都不幹，我也不能承擔下來。 
(D) 誰都不幹，別人要我來承擔下來。 

【以下空白】 
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