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【注  意  事  項】 

 

1. 請核對考試科目與報考類別是否相符。 
2. 請檢查答案卡、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請

監試人員查明處理。 
3. 本試卷分三部份，共 60 題，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。 

第一部份（第 1 至 20 題，每題 1 分，共 20 分） 
第二部份（第 21 至 40 題，每題 2 分，共 40 分） 
第三部份（第 41 至 60 題，每題 2 分，共 40 分） 

4. 本試卷均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請

選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 2B 鉛筆塗滿方

格，但不超出格外。 
5. 本試卷空白處或背面，可做草稿使用。 
6. 請在試卷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（第 1 至 20 題，每題 1 分，合計 20 分） 

第 1 ～ 20 題，每題有 A、B、C、D 四個選項，請選出最適當者。 

1. 喫茶店： 
(A) きさってん (B) きっさてん (C) きっさでん (D) きさっでん 

2. 出席： 
(A) しゅせき (B) しゅつせき (C) しゅぜき (D) しゅっせき 

3. 都合： 
(A) つごう (B) とごう (C) とうこう (D) とあい 

4. 発表： 
(A) はっびょう (B) はつひょう (C) はっぴょう (D) はっひょう 

5. 相手： 
(A) あいしゅ (B) あいて (C) そうて (D) そうしゅ 

6. 船便： 
(A) ふなびん (B) ふねびん (C) ふねべん (D) ふなべん 

7. 伝言： 
(A) でんごん (B) でんげん (C) てんげん (D) てんごん 

8. 図書室： 
(A) とうしょしつ (B) としょうしつ (C) とうしょうしつ (D) としょしつ 

9. 免許証： 
(A) めんきょうしょう (B) べんきょうしょ 
(C) めんきょしょう  (D) べんきょしょう 

10. 生年月日： 
(A) しょうねんげっび (B) しょうねんげっぴ 
(C) せいねんがっび  (D) せいねんがっぴ 

11. 細かい： 
(A) ほそかい (B) そうかい (C) こまかい (D) さいかい 

12. 遅れる： 
(A) おそれる (B) おくれる (C) そくれる (D) ちくれる 

13. 超級市場 ( supermarket )： 
(A) スーパーマーキット (B) スパーマーケット 
(C) スーパーマキット (D) スーパーマーケット 
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14. 家庭寄宿 ( homestay )： 
(A) ホームステイ (B) ホームステイー (C) ホムステイ (D) ホムステイー 

15. 志願者 ( volunteer )： 
(A) ボランテア (B) ボランティア (C) バランテア (D) バランティル 

16. 古典的 ( classical )： 
(A) クラシカル (B) クレシコー (C) クレシカル (D) クラシコル 

17. きしゃのきしゃは、もうきしゃできしゃしました。 
(A) 帰社 (B) 記者 (C) 汽車 (D) 貴社 

18. 朝から何も食べていないので、おなかが   だ。 
(A) いらいら (B) ぺこぺこ (C) ぼろぼろ (D) むかむか 

19. 日曜日はどこへも行かないで、うちで   しています。 
(A) がんがん (B) からから (C) ばらばら (D) ごろごろ 

20. あのレストランはメニューも多いし、量も   あります。 
(A) うっかり (B) こっそり (C) たっぷり (D) すっかり 

 

第二部分：文法測驗（第 21 至 40 題，每題 2 分，合計 40 分） 

第 21 ～ 40 題，每題有 A、B、C、D 四個選項，請選出最適當者。 

21. 高速道路で交通事故が起きたので、10 時   事務所に着きます。 

(A) まで (B) ほど (C) ぐらい (D) ごろ 

22. このカメラ、修理してもらいたいんですが、日曜日   できますか。 
(A) に (B) まで (C) までに (D) ぐらい 

23. これ   触れると、水   出ます。 
(A) に、が (B) に、を (C) を、を (D) と、が 

24. 夫は料理が上手   、あまり作ってくれません。 
(A) のに (B) なのに (C) だのに (D) なので 

25. 王：もう 1杯いかがですか。 
田中：いいえ、   。 
(A) 違います (B) けっこうです (C) 嫌いです (D) お願いします 
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26. 太郎：行っていらっしゃい。 
次郎：   。 
(A) 行ってまいります (B) いらっしゃいませ 
(C) はい、どうぞ  (D) ごめんください 

27. カラオケに夢中になると、つい声が   なってしまう。 
(A) 大きいに (B) 大きくに (C) 大きに (D) 大きく 

28. 味が   、いつもこの店で食べています。 
(A) よいで (B) いいで (C) よくて (D) よくで 

29. 机の上を   片づけてください。 
(A) きれいに (B) きれく (C) きれいな (D) きれくて 

30. おなかがいっぱいになりましたから、   食べられません。 
(A) また (B) まだ (C) よく (D) もう 

31. 人間   いちばん大切なのは、水と空気です。 
(A) について (B) にとって (C) に対する (D) として 

32. 昼ごはんを食べたら、映画を   行きませんか。 
(A) 見て (B) 見りに (C) 見に (D) 見る 

33. 山に登るために、来週から毎朝   と思っています。 
(A) 走れ (B) 走ろう (C) 走る (D) 走よう 

34. 教室の壁にカレンダーが   。 
(A) 掛けてあります  (B) 掛かってあります  
(C) 掛けています  (D) 掛かっておきます 

35. 18 歳以下の人は、たばこを   はできません。 
(A) 吸う (B) 吸って (C) 吸うの (D) 吸うこと 

36. 外来語はこれからますます増えて   でしょうね。 
(A) くる (B) いく (C) ある (D) いる 

37. わたしは弟に大事なパソコンを   。 
(A) 壊しました (B) 壊れました (C) 壊させました (D) 壊されました 

38. ほら、このかばんはかわいいですね。書類を入れるのに、   です。 
(A) よいそう (B) よそう (C) よさそう (D) よくそう 
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39. 田舎と町と、どちらが   ですか。 
(A) 住みやすい (B) 住むやすい (C) 住んでやすい (D) 住んだやすい 

40. 去年日本に   ですから、まだよくわかりません。 
(A) 来たところ (B) 来ているところ (C) 来たばかり (D) 来るばかり 

 

第三部分：閱讀綜合測驗（第 41 至 60 題，每題 2 分，合計 40 分） 

第 41 ～ 45 題為重組題，每題有 A、B、C、D 四個選項，請選出最適當者。 

41. ダイエットのために、ちゃんと ( ① から   ② 運動した   ③ が   ④ 食べて    
⑤ ほう ）いいです。 
(A) ④①②⑤③ (B) ②①④⑤③ (C) ②③④①⑤ (D) ④⑤③②① 

42. 今日は暇（ ① から   ② だ   ③ いい   ④ し   ⑤ 天気も ）公園に行き 
ましょう。 
(A) ④⑤③②① (B) ②④⑤③① (C) ②①⑤③④ (D) ①②⑤③④ 

43. ディズニーランドへ（ ① どう   ② いい   ③ 行く   ④ 行ったら    
⑤ には ）ですか。 
(A) ①③⑤④② (B) ④①③⑤② (C) ①④③⑤② (D) ③⑤①④② 

44. 机の上には鉛筆 ( ① と   ② 紙が   ③ が   ④ 2本   ⑤ 3枚 ）あります。 
(A) ③④①⑤② (B) ③④①②⑤ (C) ③⑤①②④ (D) ④①②⑤③ 

45. ゆうべから（ ① 下がらないので   ② と思っている   ③ 熱があって    
④ 薬を飲んでも   ⑤ 会社を休みたい ）。 
(A) ④③①⑤② (B) ③②④①⑤ (C) ③④①⑤② (D) ⑤④③①② 

第 46 ～ 50 題為句子識別，每題有 A、B、C、D 四個句子，請選出一個正確者。 

46. (A) 妹はいつもお菓子を食べながら、わたしはテレビを見ます。  
(B) 納豆が嫌いから、食べたくないんです。  
(C) ボールペンがなければ、鉛筆で書いてもいいです。  
(D) 台北へ行くと、101 ビルが見たいです。 

47. (A) 日本語は勉強すればするほどおもしろくなります。  
(B) 暇な時はテレビを見るより、本を読むのほうが好きだ。  
(C) 中華料理と日本料理と西洋料理と、どちらが好きですか。  
(D) わたしは兄より早く起きません。 
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48. (A) 天気予報によると、明日は暑くなりそうです。  
(B) 工場ができてから、この近くの海では泳げなくてなりました。  
(C) 夜 11 時を過ぎたら、電話をかけるないようにしてください。  
(D) 初めはなかなか寝られませんでしたが、今はよく寝られるようになりました。 

49. (A) 台湾料理をいただいたことがありますか。  
(B) 重いですね。先生、お荷物を持ってあげましょうか。  
(C) 先生、この論文はいつお書きになりましたか。  
(D) もしもし、田中とおっしゃいますが、林先生はいらっしゃいますか。 

50. (A) 山田さんはわたしにコーヒーを入れてもらいました。  
(B) 先生、息子に英語を教えていただけませんか。  
(C) わたしは佐藤さんに大学を案内してくれました。  
(D) 母が駅までわたしを迎えに来てあげました。 

第 51 ～ 60 題為閲讀測驗，閲讀文章後，請依各題提問選出最適當的答案。 

昔、昔、ある所に一休さんという名前のお坊さん  (51)  いました。そのお坊さんは

とても頭がよかったのです。村の人たちは何か困ったことがあると、いつも一休さんの所に

行きました。一休さんは少し考えてからすぐいい方法を教えました。 

 一休さんの名前はとても有名になって、城の殿様もその名前を聞きました。殿様は一休

さんに会いたくなって、城へ  (52)  と言いました。 

 一休さんが城の門の近くまで行くと、道と門の間に川があって橋がかかっていました。

そして、橋の所に、 

 「はしを通ってはいけません」と書いてありました。 

一休さんは少し考えてから、その橋を歩いて、城の中へ入りました。 

 城の中で、殿様は一休さんに言いました。 

 「はしを通ってはいけません、と書いてありましたね。どこを通って来たのですか。」 

 「  (53)   」と一休さんは答えました。 

51. どの助詞を入れたらいいですか。 
(A) は (B) を (C) に (D) が 

52. どの言葉を入れたらいいですか。 
(A) 来そうに (B) 来るように (C) 来るそうだ (D) 来ように 
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53. 一休さんの答えはどれですか。 
(A) 端を通りませんでした。橋の真ん中を歩きました。  
(B) 端を通りませんでした。橋の下を歩きました。  
(C) 橋を通りませんでした。川を泳ぎました。  
(D) 橋を歩きませんでした。橋を走りました。 

 
中村さんは、証券会社に勤めています。会社の仕事は 8 時半に始まりますから、毎朝

7 時に家を出て、駅まで 15 分歩きます。そして、東京駅で地下鉄に乗りかえます。 

 電車の中では経済新聞を読みます。株の値段は知っていますから見ません。いろいろな

企業のニュースを読みます。たとえば、A 会社が新製品を作ったとか、B 会社が倒産した

とか、C 会社では大学卒業の女子社員をはじめて 100 人もとるとか、外国と日本の会社が

新しい会社を一緒に作るなどです。政府や選挙のニュースもよく読みます。スポーツにも

興味があって、ゴルフや野球などの記事を見ます。電車の中でだいたい新聞を読みおわり

ます。 

 午前中の仕事はいろいろとあります。会議もあるし、お客さまからの電話もあります。

前の日に株の値段がとても高くなったり安くなったりしたときは、お客さまも電話も多い

です。 

 毎日たいへん忙しいですが、日本のことも外国のこともよくわかるので、中村さんは「この

仕事が好きだ」と言っています。 

54. 中村さんは電車や地下鉄に何分ぐらい乗りますか。 
(A) 15 分ぐらい  (B) 30 分ぐらい  
(C) 1 時間ぐらい  (D) 1 時間 30 分ぐらい 

55. 中村さんはどうしてこの仕事が好きですか。 
(A) 経済学などを勉強したからです。  
(B) 毎日たいへん忙しいからです。  
(C) 毎日電車の中で楽に新聞を読むからです。  
(D) 日本のことだけでなく、外国のこともわかるからです。 

56. 次の新聞記事の中で、中村さんがあまり読まないものはどれかと思いますか。 
(A) 野球のオープン戦で王建民が第一勝をとった。  
(B) 豊田自動車の株が最近だんだん高くなった。  
(C) 外資系企業で働きたい女子学生が多くなった。  
(D) 任天堂の新しいテレビゲームができた。 

 

【背面尚有試題】 
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日本では 1980 年ごろから、結婚しない人が増えてきたが、1995 年の調査によると、

結婚しない人の割合は、非常に多くなっている。男性は 10 人に 1 人が、女性は 20 人に

1 人が一生結婚しない。35 歳から 40 歳の人の場合は、男性の 25 パーセントが、女性の

18 パーセントが結婚していない。 

① 人々の結婚や離婚についての考え方は、大きく変わってきた。今後は、家族の形も

変わっていくだろう。 

② まず、伝統的な見合いの形式も、変わってきている。以前は親戚や知り合いが見合いの

相手を紹介したが、最近では、相手を紹介する会社がたくさんできて、これ（58）に登録

する人が多くなっている。 

③ また、最近は、離婚も多くなっている。1995 年には、約 20 万組の夫婦が離婚した。

以前は、日本では、離婚はたいへん少なかったが、今では、そんなに珍しくなくなった。

④ 以前は、日本人は、誰でも結婚するのが当たり前だった。1960 年ごろまでは、男性も

女性も、ほとんど全部の日本人が結婚した。このころ、特に女性は、25 歳ぐらいまでに結

婚しなければならなかった。30歳ぐらいで、まだ結婚していない女性を、人々は「オールド

ミス」と呼んだ。「早く結婚しなさい」と何度も言った。ところが、1995 年には、25歳から

30 歳の女性の半分が結婚していない。誰でも結婚するのが当たり前だとか、女性は早く

結婚しなければならないという考え方は、ずいぶん変わってきた。 

57. 上の文章を正しく配列しなさい。 
(A) ④②③① (B) ③④②① (C) ②①③④ (D) ④③②① 

58. 「これ」は何ですか。 
(A) 見合いの相手 (B) 見合いの形式 (C) 親戚や知り合い (D) 見合会社 

59. 1995 年の調査によると、どの割合がいちばん少ないですか。 
(A) 一生結婚しない男性 (B) 35 歳から 40 歳の結婚していない男性

(C) 35 歳から 40 歳の結婚していない女性 (D) 25 歳から 30 歳の結婚した女性 

60. 本文の内容と合っていないものを選びなさい。 
(A) 1960 年ごろまでは早く結婚したいと思っていた。  
(B) 最近は離婚した夫婦は少なくない。  
(C) 男性より一生独身で通す女性が多い。  
(D) 結婚したい人はやはり多い。 

 

【以下空白】 
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