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問題一 
 とくそうぶの調べによると､ 堀江被告らはライブドアの 04 年 9 月期連結けっさんで､

じしゃかぶ売却 (1) 益約 37 億 6700 万円やばいしゅうよていだった 2 社のよきん計 15 億

8000 万円をうりあげにふせいけいじょう (2) し､ 実際は約 3 億円余のけいじょう赤字

だった (3) ､ 約 50 億 3400 万円のくろじと偽った (4)  ゆうか (5) しょうけん報告書を

同年 12 月に関東ざいむきょくちょうにていしゅつした｡ 

1.   (1)  の売却の読み方を以下から選んでください｡ 
(A) ばいきょ (B) ばいかく (C) ばいきゃく (D) ばいかつ 

2.   (2)  のけいじょうに該当する漢字を以下から選んでください｡ 
(A) 計上 (B) 敬譲 (C) 敬上 (D) 啓上 

3.   (3)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) からには (B) にしても (C) にしろ (D) のに 

4.   (4)  の偽ったの読み方を以下から選んでください｡ 
(A) あやまった (B) いつわった (C) はやまった (D) ことわった 

5.   (5)  のゆうかに該当する漢字を以下から選んでください｡ 
(A) 優化 (B) 融化 (C) 有価 (D) 優価 

6. この記述内容に合うものを以下から選んでください｡ 
(A) この事件を調べたのは特別警邏隊である 
(B) 関東財務局長は偽りの報告書を受け取った 
(C) 赤字が 50 億円余に上ったことを明らかにした 
(D) これは 04 年 9 月期の予算報告書である 

問題二 
 旧暦の 1 月 15 日は元宵節と呼ばれ､ 台湾では毎年各地でランタン祭りと､ それに  (1)   
さまざまなイベントが行なわれる｡ 元宵節はその昔､ 新年はじめての満月を迎えるこの日､

天の精霊を見ようと松明 (2) を燃やしたのが始まりとされ､ 今ではそれがランタン (提灯) に 
  (3) ､ 人びとがランタンをぶら下げて町をねり歩く祭りとなった｡ 2006 年､ 交通部観

光局主催のランタンフェスティバルは､ 台南市で開催される｡ メインランタンは今年

の干支 (4) である「犬」をテーマにしていて､ 先端の照明技術と音楽効果を駆使し､ 
周囲の環境設計とあいまって (5) ､ モダンさと伝統文化が融合した効果を演出する｡ 
イベント会場は安平港浜の歴史公園と運河で､ 各種のランタンが展示される｡ パレード

や芸能パフォーマンス､ 屋台などが  (6)  ､ 古都の夜を彩る｡ このイベントは南部

台湾のローカルな土地柄 (7) を演出すると同時に､ 現代のテクノロジーをランタンの活

動を通じて見せていこうという目的を持っている｡ 

7.   (1)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) さからった (B) ちなんだ (C) こめた (D) こじつけた 
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8.   (2)  の松明の読み方を以下から選んでください｡ 
(A) たいまつ (B) しょうみょう (C) たいみょう (D) まつあけ 

9.   (3)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) いれてかわり (B) とってかわり (C) もってかわり (D) はめてかわり 

10.   (4)  の干支の読み方を以下から選んでください｡ 
(A) えと (B) えとう (C) えっとう (D) えいと 

11. あいまって (5) とあるが､ この場合､ どういう意味か｡ も適当なものを選んでください｡ 
(A) 交代を繰り返して (B) 組み変えて 
(C) 互いに作用しあって (D) 沢山の力が加わって 

12.   (6)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) 街を浸し (B) 街を込め (C) 街を積み (D) 街を埋め 

13.   (7)  の土地柄の「柄」と同じ読み方を含む言葉を以下から選んでください｡ 
(A) 中辛 (B) 続柄 (C) 横柄 (D) 油絵 

問題三 
 海外旅行や留学・研修､ 不動産取得などに  (1) 外貨の国外流出が急増している｡ 夏の

避暑シーズンに急増する海外旅行費支出は今や (2) 時期を問わず､ 企業の海外投資と個

人の海外不動産投資のため､ 流出激増が目立っている｡ 長期に (3) 経常黒字による反

作用ともいえるが､ 近の外貨流出の急増ぶりは手綱 (4) が緩んだ (5) ようだと指摘す

る声が支配的だ｡ 

14.   (1)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) しては (B) したがう (C) そう (D) ともなう 

15.   (2)  の今やに置き換えられる も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) 今では (B) 今もなお (C) 今さら (D) 今まで 

16.   (3)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) かかる (B) のびる (C) わたる (D) からむ 

17.   (4)  の手綱の「手」と異なる読み方をする熟語を以下から選んでください｡ 
(A)「手」折る (B)「手」厚い (C)「手」向ける (D)「手」繰る 

18.   (5)  の手綱が緩んだの対義語を以下から選んでください｡ 
(A) 手綱を縛った (B) 手綱を引いた (C) 手綱を締めた (D) 手綱を結んだ 

問題四 
 先月､ 私が出張途中の駅でのことでした｡ 
 混雑している階段付近  (ア)  整理していた駅員さんに､ 五十歳ぐらいの乗客のおじさ

んが､「おはよう」と声をかけました｡ すると､ 駅員さん  (イ)  気持ちよく「おはようご

ざいます」と答えました｡ 
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 一方では､ 背  (ウ)  まるめ､ おかしな顔で､ 階段を上り下りする人々がいます｡ ホー

ムでは､ 目の前に吸殻入れがあるのに (1) ､ 平気で吸殻を投げ捨てる人がいます｡ また､ 
電車が着けば､ 降りる人を待たず､ 我先にとばかり乗り込もうとする人､ 他人の迷惑など

考えず  (エ)  ､ ドア付近で新聞を広げている人などもいます｡ そんな中  (オ)  ､ 乗客

のおじさんがにっこり  (2) 言ったその一言が､ その日一日､ 私の気分をよくしてくれました｡ 
 それと同時に､「いまの私達  (カ)  ､ これでいいのか､ 大事な何かを忘れているんじゃ

ないか｡」と､ しみじみ考え (3) のです｡ 

19.   (ア) ～  (ウ)  にそれぞれ該当する助詞を以下から選んでください｡ 
(A) で  は  に (B) を に を (C) を も を  (D) で に を 

20.   (エ) ～  (カ)  にそれぞれ該当する助詞を以下から選んでください｡ 
(A) に へ が (B) ば を は (C) と に が (D) に で は 

21.   (1)  ののにと同じ使い方をしているものを以下から選んでください｡ 
(A) もう少し早く起きれば間に合ったのに 
(B) 外は静かなのに眠れない 
(C) これは手を洗うのに使う 
(D) 迷った末に､  赤いのに決めた 

22.   (2)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) しながら (B) したものの (C) したら (D) しようが 

23.   (3)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) てもらった (B) てくれた (C) られた (D) させられた 

問題五 
 感心した (1) のは球場の観客席だ｡ 試合ごとに応援する言葉と国旗が入れ替わり､ 
それぞれの国の香りを運んでくれた｡ 
 興味深いのはナショナリズムが燃えつつも､ ぎりぎり (2) のところで包み込まれていた

ように見えたことだ｡ それぞれ母国では応援の過熱ぶりも報じられたが､ 球場は少し違った｡ 
 巨大スクリーンが両チームの応援風景を交互に映す｡ そこへ笑いや音楽が仕掛けられる｡

大リーグと同じ演出だが､ 感情のとげはさりげなく丸められていく｡ 
 ナショナリズムを超えて野球に敬意を払う  (3)  だという意識が､ グラウンド内外で

共有されているのを感じた｡ 
 内野の塀は低く､ 金網はない｡ ここで見る者は試合への一体感と集中力､ 理解力を求め

られる｡  (4) 野球を育ててきた誇りが米国の球場にはある｡ 

24.   (1)  の感心したのは誰か｡ 以下から選んでください｡ 
(A) 球場の職員  (B) 筆者  
(C) 球場の観客  (D) 国旗を入れ替えた人 
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25.   (2)   のぎりぎりとは異なる意味を持つものはどれか｡ 以下から選んでください｡ 
(A) ほとほと (B) すれすれ (C) かつかつ (D) きちきち 

26.   (3)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) はず (B) こそ (C) ばかり (D) べき 

27.   (4)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) それにしても (B) そうやって (C) そのことが (D) そのあげく 

28. この球場では観客が野球というゲームそのものを楽しめるような工夫がなされているが､ 
それを示す言葉が含まれているのはどの段落ですか｡ 
(A) 第一段落 (B) 第二段落 (C) 第三段落 (D) 第四段落 

問題六 
 日本の風土の特徴の第一は､ 夏を中心とした高温多湿なモンスーン的風土が､ 自然の恵

みである豊かな水を供給し､ 水田耕作を可能にした点です｡ 水田を中心とした農耕生活は､

やがて自然と調和し､ 人々の間に (1) を大事にする親密な共同社会をつくりあげ､ 他
方共同の神を祭る同族意識のもとで生活する日本文化が形づくられました｡ 
 稲作 (2) には､ それに必要な灌漑設備から田植え､ 収穫､ 脱穀などに至る共同作業が

必要であり､ そのため家族を単位として横に結合する村落共同生活が営まれ､ 人々の協力､

団結や調和の精神が尊重されました｡ これらの仲間意識は､ 今日でも企業や団体などの集

団的行動様式に受けつがれています｡ 

29.   (1)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) こせい (B) べんがく (C) びょうどう (D) わごう 

30. 稲作 (2) の「稲」と異なる読み方をする熟語を以下から選んでください｡ 
(A)「稲」妻 (B)「稲」科 (C)「稲」田 (D)「稲」穂 

31. 水田耕作ができるようになった理由と も関係のあるものを以下から選んでください｡ 
(A) かんそうしたきこう (B) かみへのまつり 
(C) ほうふなみず  (D) きぎょうのきょうりょく 

32. この記述内容に合うものを以下から選んでください｡ 
(A) 日本は季節風的風土で､ 夏は乾燥している 
(B) 日本人の農耕生活は水田を中心とするものではなかった 
(C) 農耕生活は緊密な共同社会をつくりあげたが､ 同族意識のもとで生活する日本文 
    化の形成には至らなかった 
(D) 企業や団体などの集団行動様式は稲作によって生まれた共同作業が原点となっている 

問題七 
 全国の自治体が､  (1) 軽電鉄の導入を推進している｡ 
 特に､政府が下半期 (2) に韓国型リニアモーターカー実用化のテスト都市を選定し､ 
事業費全額を国費支援する方針で､ 大邱市､ 昌原市､ 大田市､ 全州市､ 仁川市など 14 都市

がそのチャンスを狙っている｡ 
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 大邱・慶北研究院の鄭ウンギ研究員は先日､ 軽電鉄の推進現況とメリットを分析した  
「先端軽電鉄システムの導入・大衆交通革新のための必須基盤施設」と題する論文を出した｡ 
 鄭研究員は軽電鉄について､ 「地下鉄とバスのデメリットを補完する都市型新交通シス

テムで､ 全世界的に脚光を浴びて (3) おり､ 韓国でも導入しようという声が高い」と明ら

かにした｡ 

33.   (1)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) 前を争って (B) 黒白を争って (C) 言い争って (D) 先を争って 

34.   (2)  の下半期の読み方を以下から選んでください｡ 
(A) しもはんき (B) したはんき (C) げはんき (D) かはんき 

35. リニアモーターカーを導入したがっている都市は何都市か､以下から選んでください｡ 
(A) 5 都市 (B) 14 都市 (C) 19 都市 (D) ソ一ル 

36. 脚光を浴びて (3) とあるが､ この場合､ どういう意味か｡ も適当なものを選んでください｡ 
(A) 社会の賛同を得る (B) 社会から期待される 
(C) 社会の注目の的になる (D) 社会の羨望の的になる 

37. 文中での鄭研究員の言う軽電鉄のメリットとは何か｡ 以下から選んでください｡ 
(A) 国から補助がでて､ 無料で乗車できる 
(B) 全世界ですでにふきゅうしている 
(C) きんだいてき都市のなかまいりができる 
(D) 地下鉄とバスのけってんをおぎなえる 

問題八 
拝啓   暦の上では秋といいながら､ きびしい残暑が続いております｡ 先生にはごきげ

んいかがでしょうか､ お伺い申し上げます｡ 
 さて､ 私は大学に入って初めての夏休みを元気でのびのびと過ごしております｡ 先月

の末､ 先輩の田中兄を訪れて三泊させてもらい､ 一緒に近くの海で泳いでたいへん愉快

でした｡ 同兄の机上には専門の洋書などが積まれており､ その勉強ぶりを見たり､ Ａ大

学の様子を聞いたりしていろいろ刺激を受けました｡ 春にお目にかかりました時､ 先生

から承りました (1) とおり､ 外国の勉強が大事だと感じますので､ その方に力を注ぎ､ 
経済学の入門書なども (2) 読んで､ そんなことをこの頃の日課にしております｡  (3) ､

社会の動きにもできるだけ目を向けるとともに､ 自分自身をよく見つめて生活目標を確立

していきたいと存じますが､ そういう点 (4) について､ 先日当地の文化講演会においで

になった千葉博士のお話から示唆されるところがありました｡ 恒例の高校陸上競技大会も

近づき､ 母校選手の活躍を期待しております｡ 
 まずは右暑中お見舞い (5) 近況をお知らせ申し上げます｡             (6)   
   1984 年 8 月 15 日 
                                                                        山口太郎 
石川三郎先生 
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38.   (1)  の承りましたに置き換えられる も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) ご教示いたした (B) ご拝受しました (C) 頂戴しました (D) 拝聴しました 

39.   (2)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) ずかずか (B) ぼつぼつ (C) とぼとぼ (D) のそのそ 

40.   (3)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) それからは (B) ここからも (C) これからは (D) そこからも 

41.   (4)  のそういう点とはどういう点か｡ も適当なものを以下から選んでください｡ 
(A) 社会の動きにも目を向け､ 自分の生活目標を確立していく 
(B) 社会に目を向けるのはほどほどにして､ 自分を見つめなおす 
(C) 経済学の入門書を読むこと 
(D) 外国の勉強は大事なので､ その方面にのみ力を注ぐ 

42.   (5)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) ともども (B) たかだか (C) かたがた (D) つねづね 

43.   (6)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) 敬具 (B) 以上 (C) 草々 (D) かしこ 

44. 石川三郎先生はこの手紙の筆者とどういう関係なのか｡ も適当なものを以下から選

んでください｡ 
(A) 筆者の息子が母校でお世話になった先生 
(B) 筆者の大学の先生 
(C) 筆者のお兄さんが大学でお世話になった先生 
(D) 筆者が学んでいた高校の先生 

問題九 
 台湾にしか存在していないもの､ たとえば､ 中国や香港にはなさそう (1) な屋台料理

や独特な風習なんかは単語レベルでも知っておくと､ かなり効果的｡ たとえば､ 「おあちぇん」

という名前の屋台料理があるが､ これは台湾オリジナルのもので､ 日本語で言えば「カキ

入りの台湾風オムレツ」という訳が考えられる｡ これを注文するときに､ 笑顔を添えて､

「おあちぇん」といえば､ 屋台のオバサンの表情が変わるだろう｡ なぜなら､ ほとんどの

外国人は実物を指さして､「１つ」などと頼りなくつぶやいてみせるだけだから､  (2) ､

「おあちぇん」(ちなみに (3) これは河洛話のボキャブラリーだ) の名前を言えたとしたら､

つかみはバッチリなのだ (4) ｡ ま､ これは､ あっさりと受け流され (5) てしまうこと

も多いのだけれど｡ 

45.   (1)  のなさそうと同じ変化をする形容詞を以下から選んでください｡ 
(A) よい (B) しろい (C) あつい (D) えらい 
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46.   (2)  に入る も適当な言葉を以下から選んでください｡ 
(A) とはいえ (B) ここで (C) それまで (D) すると 

47. ちなみに (3) とはどういう意味か｡ 
(A) 要するに (B) 蛇足ながら (C) とりわけ (D) ついでに 

48. つかみはバッチリなのだ (4) とあるが､ この場合､ どういう意味か｡ も適当なもの

を選んでください｡ 
(A) 注文した「おあちぇん」がもう 1 つおまけになる 
(B) 相手がきちんと返事をしてくれる 
(C) 相手の心を確実にとらえることができる 
(D) 後の言葉が言いやすくなる 

49. 受け流される (5) とあるが､ この場合､ どういう意味か｡ も適当なものを選んでください｡ 
(A) ほどよくあしらわれる (B) てきかくに反応してくれる 
(C) まったく蔑視される (D) ある程度許可される 

問題十 
 米紙ワシントン・ポストが先日､ 徳島県の上板 (かみいた) 町役場の庁舎内ルポを１面に

掲載した｡  酷寒の日を除いてこの冬連日､  役場内の暖房を止めたことを紹介し､

「    (1)    」と感嘆の調子で報じた｡ 
 マスクをはめた職員たちの写真を載せ､ 庁内でもコートを着たまま「    (2)    」

と語る幹部の言葉を引いた｡ ただし､ 行間には「    (3)    」という本音もにじむ｡ 
 なにしろ「    (4)    」という理由で､ 温暖化対策を進める京都議定書から離脱し

た米国である｡ 寒さをこらえて働く日本の公務員は向こうの読者には奇異に映ったことだ

ろう｡ それでも暖房なしで冬を乗り切った自治体の奮闘が米国で報じられることは無意味

ではない｡ 

50. 「      (1)      」～「      (4)      」に入る文章を以下の (ア) ～ (カ) の中から選び､

正しい順に示されたものを選んでください｡ 

(ア) 感心はするが､ そこまでやらなくても  
(イ) 米経済に打撃を与える 
(ウ) 日本では山あいの町でも省エネに全力を注ぐ 
(エ) ほかの地域でも大いに取り入れてほしい 
(オ) 省エネは国民の義務です 
(カ) 世界経済に貢献する 

 (A) オ  ウ  ア  イ  (B) ウ  オ  ア  イ 
(C) ウ  オ  エ  カ  (D) カ  オ  エ  イ 
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