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問題一 

国分寺市立公民館では、1992 年秋から、外国人のための「生活日本語教室」が始まりました。

( 中略 ) 公民館での教室の性格 (1) 、公民館とスタッフの間で次の三点を確認しました。 

① 外国人が日常生活 (2) 役立つ日本語を学び、外国人と日本人が相互理解を深める交流

の場とする (3 - 1) 。 

② 教師が一方的に教えるという形ではなく、授業を複数体制で行い、指導者がともに

学びあうという姿勢でかかわる (3 - 2) 。 
③ 外国人が日本語を学習することを基本的人権の一つと捉える (3 - 3) 。 

以上の点を踏まえて、「生活日本語教室」では学習者にも積極的にかかわって (4) 、彼ら

の意見を聞き、運営に取り入れています。 

（  小林美恵子・石田克枝等『日本人にも外国人にも心地よい日本語－共生社会の日本語』明石書店より） 

1.  (1) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) にとって (B) とあって (C) につれて (D) として 

2.  (2) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) に (B) が (C) を (D) は 

3.  (3 - 1) 、(3 - 2) 、(3 - 3) には同じことばが入るが、最も適切なものは次のどれか。 
(A) 物 (B) ほう (C) こと (D) はず 

4.  (4) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) もらい (B) くださり (C) くれても (D) あげても 

5. この文章の内容と最も合っている記述は次のどれか。 
(A) 教師が一方的に一生懸命日本語を教えればいい。  
(B) 1992年秋、国分寺市役所で、日本語教師になる外国人のため「生活日本語教室」が始 

  まった。  
(C)「生活日本語教室」は外国人が日本語を習うところだけでなく、日本人との交流の場 

  でもある。  
(D) 人間の基本的人権は外国語を習うことのみである。 

問題二 

100 年前のきょう、少々思わせぶりな社告が朝日新聞に (1) 。当日からの (2) 紙面刷新

の知らせに続けて、ある小説家の消息を、おおむね次のように伝えた。「わが国の文学界の

明星が、近く本社に入社することになった。新聞小説に評論に、その才能を発揮すること

だろう。 (3) 、誰であろうか？」。思わせぶりは功を奏し、問い合わせが相次いだ。 

翌日、 (4) 二の矢を放つ。「強いてのお尋ねだから教えよう」と勿体ぶって、「新入社員

は夏目漱石君」と明かした。東大講師でもあった漱石の転身は世を (5) 。その年の (6)「虞

美人草」を皮切りに、「三四郎」「それから」「門」「こころ」などと、名作を次々に連載し

ていく。 

（ 朝日新聞論説委員室著『天声人語－2007 年 1 月 ～ 6 月』朝日新聞社より） 

6.  (1) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) 載せた (B) 載った (C) 載られた (D) 載らせた 
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7. 「 (2) 紙面刷新」の読み方は次のどれか。 
(A) しめんすいしん  (B) しめんさっしん  
(C) かみづらそつしん (D) かみづらそっしん 

8.  (3) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) さて  (B) それにもかかわらず  
(C) または  (D) それなのに 

9. この文章に出てくる「 (4) 二の矢を放つ」とは、何のことを指しているか。 
(A) 朝日新聞はまもなく紙面を新しくするのを知らせたこと  
(B) 読者からの問い合わせが相次いで寄せられてきたこと  
(C) 新入社員は夏目漱石であると発表したこと  
(D) 夏目漱石は「三四郎」「それから」「門」などを発表したこと 

10.  (5) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) 驚かし (B) 驚かせ (C) 驚かせた (D) 驚かない 

11. 「 (6)「虞美人草」を皮切りに」とあるが、この場合の「皮切りに」の意味に最も近い

ものは次のどれか。 
(A) 最後に (B) 最高に (C) 最中に (D) 最初に 

問題三 

アジアの女性たちはとにかくよく働く。その姿が (1) 中途半端ではない。このベトナム

の女性たちも大半が朝早くから夕方、日が沈むまでの労働である。それも男顔負けの力仕事

なのだ。道路工事、市場でのもの売り、バスの運転手、もちろん、主力の農作業と職種も

さまざまだが、それがなぜか (2) ほど美しい。 (3) 切羽詰まったところでの事情があるだ

ろうが、とにかく自分のためだけではなく、夫や子供、老父、老母といった家族全体のため

に一生懸命働いている姿には (4) 迷いがないのだ。 

本人たちは大変だろうが、見ている私から (5) ほれぼれする彫刻でも見ているようで

うっとりさせられる。 

（ 稲越功一「アジアの女たち」『アジア視線』毎日新聞社より） 

12. 「 (1) 中途半端」の読み方は次のどれか。 
(A) ちゅうどはんば (B) ちゅうどはんぱ (C) ちゅうとはんば (D) ちゅうとはんぱ 

13.  (2) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) 見事 (B) 見事で (C) 見事な (D) 見事に 

14. 「 (3) 切羽詰まったところ」とあるが、「切羽詰まる」とはどういう意味か。 
(A) 物事がさしせまって、どうにもならなくなる  
(B) 刀は他の刀の鞘には入らない  
(C) 望んでいたことを捨てる  
(D) 前もって十分に覚悟しておく 

15. 「 (4) 迷い」の読み方は次のどれか。 
(A) めまい (B) なぞい (C) めゆい (D) まよい 
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16.  (5) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) きたら (B) すれば (C) 行くと (D) なれば 

問題四 

裸一貫から事業を興した (1) 起業家を中国語では「白手起家」という。日本では最近に

なってようやくベンチャー精神が叫ばれる (2) なったが、台湾社会では昔から誰 (3) 独立

して経営者になることを夢見てきた。 

台湾経済の 80 ％は、ベンチャー精神を持つ中小企業が支えている。彼らは、海を渡り世

界へ乗り出すことに (4) 躊躇しない。大組織のバックがなくとも、身一つで出かける勇気

がある。 

移民社会であるアメリカ同様、 (5) 主導型経済で、需要があれば、ある程度のレベルの

品物を直ちに提供できる。 (6) これが、輸出主導型の経済を築き上げたゆえんだ。それ

はベンチャー精神旺盛な台湾の人たちの得意技でもある。これを、台湾では「台湾経済の奇

跡」と呼ぶ。 

（ ＷＣＧ編集室編集『台湾 タイワニーズは前進あるのみ』トラベルジャーナル株式会社より） 

17. 「 (1) 起業家」の意味に最も近いものは次のどれか。 
(A) 肩書きを持ちながら、実質的な仕事を与えられていない者  
(B) 就労意識の変化により、転々と職を変える者  
(C) 持続可能な経済への貢献・健康的ライフスタイルを志向する者  
(D) 自ら新しく事業を興し、経営する者 

18.  (2) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) ように (B) ために (C) おきに (D) ごとに 

19.  (3) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) には (B) もが (C) へは (D) とが 

20. 「 (4) 躊躇しない」とあるが、「躊躇」の読み方は次のどれか。 
(A) ちゅうちょ (B) しゅちょう (C) しゅうちょ (D) ちょちゅう 

21.  (5) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) マケッド (B) マケット (C) マーケト (D) マーケット 

22. 「 (6) これ」はこの場合何を指しているか。 
(A) 台湾の中小企業主は身一つで海外へ進出する勇気があること 

(B) 中小企業が台湾企業全体の 8割を占めていること 

(C) 台湾の企業は大手企業でなくても海外へ進出しようとすること 
(D) 台湾の企業はすばやく顧客ニーズに合う品物を提供できること 

問題五 

日本人が台湾で車を運転する (1) 、今迄は中華民国の運転免許証の取得 ( 法令・実地試

験合格 ) が必要でしたが、2007 年 9 月 21 日より、日本の免許証所持者は台湾での運転が

可能になりました。 

外交部・交通部・日本の交流協会は 2007 年 9 月 14 日に日本・台湾の運転免許証相互承

認の説明会を開催し、9月 21 日よりそれぞれの免許証がそれぞれの国で有効であることを

確認、当日より相互承認を実施しました。 
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 (2) 旅行者は台湾でレンタカーを借り受け、車を運転しての旅行が可能になりました。 

旅行者ではなく台湾に長期滞在する在台日本人はどうなるのか注目されていましたが、

台湾駐在の日本人も台湾で中華民国の運転免許証を取得することなく、運転可能の道 (3) 
開けます。 

ただ、日本で取得した免許証は台湾で有効なのは台湾に入国した日から一年間に限られ

ます。 (4) 台湾長期滞在日本人は一年以内に出国して再入国すれば、再入国した日から再

度日本免許証が一年間有効になります。 
通常、台湾駐在の日本人は一年に一度や二度は日本に帰国しますから日本の免許証を所

持していれば、駐在期間中台湾で車を運転するのに不自由はありません。 

ただし、日本免許証を台湾で有効とするためには、ただ免許証を所持しているだけでは

使用できず、中国語に翻訳した証明書が必要ですので (5) 。証明書は台北・高雄の日本出

先機関である交流協会で (6) 。 
申請すれば即日に発行されます。 

手数料：600 元 

（「 特報台湾・日本運転免許証相互承認 」『ウェイウェイ台湾2007－2008年版』日僑通訊出版社より） 

23.  (1) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) では (B) でも (C) には (D) とは 

24.  (2) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) これによって  (B) これに反して  
(C) これにかわって  (D) これにこだわって 

25.  (3) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) の (B) が (C) で (D) から 

26.  (4) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) さて (B) では (C) つまり (D) それとも 

27.  (5) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) 注意がください  (B) ご注意ください 

(C) ご注意してなさい (D) ご注意されてなさい 

28.  (6) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) 取得られます (B) 取得できます (C) 取得られません (D) 取得されません 

29. 日本運転免許証が台湾での有効期間について、この文章の内容と最も合っている記述

は次のどれか。 
(A) 日本で取得した免許証の有効期限が切れても、発行された日から一年以上台湾に滞 

  在したことが証明できれば有効である。 
(B) 日本で取得した免許証が台湾で有効なのは、発行された日から一年間である。 
(C) 日本で取得した免許証を台湾で有効とするためには、年に二回台湾に再入国しなければなら 

  ない。 
(D) 日本で取得した免許証が台湾で有効なのは、入国した日から一年間である。 
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30. 日本・台湾の運転免許証相互承認の実施について、この文章の内容と最も合っている記述

は次のどれか。 
(A) 2007 年 9 月 14 日より、日本の免許証所持者は台湾で自動車などの運転が可能に 

  なった。 
(B) 台湾で日本人の旅行者は日本免許証か中国語に翻訳した証明書だけでレンタカー 

  が借りられる。 
(C) 台湾で日本免許証を有効とするために、中国語に翻訳した証明書を添付する必要がある。 
(D) 日本免許証の中国語に翻訳した証明書は申請すれば、翌日にもらえる。 

問題六 

上坂 私、このごろつくづく思うのは「私には世間がない」ということです。ひとりで生

きてきて、子供もなく親もいない。きょうだいは他人の始まり、という立場での人間

にとって特徴的なことは、世間がないということなの。世間がないということは、

怖いものがないわけです。だれからどう思われてもいいや、と。親が生きていると

きは、こんな気になったことはありませんでしたけど。 
青木  わかる。 
上坂 以前、菊池寛賞をいただいたときに、喜びより先に恨みがましい思いがわいて、

そのことに (1) ときにハッとしました。一瞬、どうしてもう少し早く (2) のか、と

思ったの。親がいるときだったら、飛びついてもらっただろうと思ったのね。もち

ろん、次の瞬間、ありがたくいただきましたけど。 
あれから日を経た (3) 、今ではもう賞は何もいらないという気がします。何かい

ただけるなら親が健在の人にゆずりたいというような。 (4) 見せる対象がないんで

す。つまりこういう立場の人間には、世間の基準が当てはまらなくなっちゃうのね。 
青木 そういうことはないけれど、上坂さん、きっと、自分の持っている力が (5) わから

なくなっちゃうのね。 
上坂 そうかなあ。 

（ 青木玉・上坂冬子「なぜ嫁かなかったの？」『ひとりの生き方、ふたりの生き方』講談社より） 

31.  (1) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) 気づけ (B) 気づき (C) 気づいた (D) 気づいて 

32.  (2) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) くださる  (B) くださった  
(C) くださらなかった (D) くださいなかった 

33.  (3) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) ほどか (B) はずか (C) べきか (D) せいか 

34.  (4) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) しかし (B) 要するに (C) ところで (D) それゆえ 

 

 

 



語文類(二) 專業科目(一) 

第 7 頁                  共 8 頁 

35. 「 (5) わからなくなっちゃう」をていねいに言うと、次のどれか。 
(A) わからなくなってはいます (B) わからなくてはいます 

(C) わからなくなってしまいます (D) わからなくてしまいます 

36. この文章の内容から上坂さんの考えに最も意味が近いと思われる記述は次のどれか。 
(A) ひとりで生きてきて、肉親がいない人には世間の基準が当てはまらなくなる。 

(B) 一度受賞したからといって、今はもう賞がいらないという人はいない。 

(C) 親がいない人は何かいただけたら、親が健在の人にゆずらなければならない。 

(D) 賞を見せる対象がいる人に限って、世間の基準が当てはまらなくなる。 

問題七 

政府は、地球温暖化対策を議論する有識者懇談会の初会合を来月上旬に (1) 予定です。 
「地球温暖化問題に関する懇談会」の座長には、内閣特別顧問の奥田碩氏が (2) 見通しで、

三村明夫新日鉄社長、勝俣恒久東京電力社長という、多くの温室効果ガスを排出する業界

の代表も参加することになりました。懇談会について、福田総理大臣は 21 日、「日本全体

でどういう取り組みをしたらいいかを広めていく中心に (3) 」と述べ、「低炭素社会への

転換」に向けた活発な議論に期待を示しました。懇談会は来月上旬に開き、「排出量取引」

を今後の取り組みの中でどう (4) かや、温室効果ガスの排出を減らすため、バスや電車の

利用を促す (5) 都市交通のあり方などを幅広く議論していく方針です。福田総理大臣として

は、地球温暖化対策が主要テーマとなる7月の北海道 (6) で指導力を発揮するための助言も懇

談会に期待したい考えです。 
（ 2008 年 2 月 22 日付 NHK ニュースより） 

37.  (1) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) 開き (B) 開いて (C) 開く (D) 開きる 

38.  (2) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) 選ばれる (B) 選び (C) 選べ (D) 選ぼう 

39.  (3) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) なってはいけない (B) なってほしい  
(C) なってたまらない (D) なってありたい 

40.  (4) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) 位置づける (B) 位置つける (C) 位置つく (D) 位置づく 

41.  (5) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) 新たの (B) 新たに (C) 新たな (D) 新たで 

42.  (6) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) ザミート (B) サッミド (C) サミード (D) サミット 

 

【背面尚有試題】 
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問題八 

谷川というものは、めちゃくちゃな急流となって流れ去ったり、意外なところで大きな

淀
よど

みをつくっているもの (1) 。山椒魚は岩屋の出入り口から、谷川の大きな淀みを眺める

ことができた。そこでは水底に生えた一叢
むら

の藻
も

が 朗
ほがら

かな発育を遂げて、 (2) ずつの細い

茎
くき

でもって水底から水面まで一直線に伸びていた。そして水面に達すると突然その発育を

中止して、水面から空中に藻の花をのぞかせているのである。多くの目
め

高
だか

たちは、藻の茎

の間を泳ぎぬけることを (3) らしく、彼らは茎の林のなかに群をつくって、互に流れに押し

流されまいと努力した。そして彼らの一群は右に (4 - 1) 左に (4 - 2) して、彼らのうちの

ある一ぴきが誤って左によろめくと、他の多くのものは他のものに後
おく

れまいとしていっせい

に左によろめいた。もしある一ぴきが藻の茎に邪魔されて右によろめかなければならな

かった (5) 、他の多くの小魚たちは (6) ことごとく、ここを先途と右によろめいた。 (7) 、
彼らのうちのある一ぴきだけが、他の多くの仲間から自由に遁走して行くことははなはだ

困難であるらしかった。 
（ 井伏鱒二「山椒魚」『日本文学全集－41 井伏鱒二集』集英社より） 

43.  (1) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) そうだ (B) ようだ (C) らしい (D) まい 

44.  (2) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) 一本 (B) 一隻 (C) 一匹 (D) 一枚 

45.  (3) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) 好きだ (B) 好きた (C) 好んた (D) 好んだ 

46.  (4 - 1) 、(4 - 2) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) よろめくながら (B) よろめいたり (C) よろめいている (D) よろめきます 

47.  (5) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) ともあれ (B) にだけあって (C) にひきかえ (D) とすれば 

48. この文章に出てくる「 (6) ことごとく」の意味に最も近いものは次のどれか。 
(A) すべて (B) まるで (C) なるべく (D) おそらく 

49.  (7) に入ることばとして最も適切なものは次のどれか。 
(A) それとも (B) あるいは (C) それゆえ (D) それにひきかえ 

50. この文章の内容と最も合っていない記述は次のどれか。 
(A) 山椒魚は岩屋の出入り口から、谷川の大きな淀

よど

みが眺められた。 
(B) 藻

も

が水底から水面まで達するどころか、水中で発育を中止していた。 
(C) 目

め

高
だか

たちは互いに水の流れに流されないように努力した。 
(D) 目

め

高
だか

たちは仲間から離れていくことははなはだ困難であるらしかった。 
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