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1 台湾の朝食屋さんも台湾の文化の一環なので、ぜひ      な感じを楽しんでもらえたらと思います。 

カーソル ソーシャル シャトル ローカル 

2 個人情報を扱っているのだから、      はしっかりしてほしいものだ。 

セレモニー セキュリティー インパクト ダイレクト 

3 A:学生時代に何か      ものはありますか。 

B:ええ、一時ギターが大好きでしたから、朝から晩まで練習していました。 

打ち明けた 打ち切った 打ち込んだ 打ち解けた 

4 旅行業界を      環境はますます厳しくなっているようです。 

取りかかる 取り寄せる 取り組む 取り巻く 

5 就職して一か月たちましたが、      社会に入るのは初めてなもので、たいへんな思いをしてお

ります。 

なにぶん なにやら なにとぞ なにかと 

6 最近の団体ツアーの申し込みは、景気が全然回復していないせいか、      だ。 

すっきり あっさり さっぱり きっかり 

7 集合場所が変更になりましたので、      お間違えのないようにお願いします。   

くれぐれも そもそもが しっかりと ばったりと 

8 あの人気店の前に人が      並んでいる。 

ざっと からっと かっと ずらっと 

9 「蚵仔煎」というのは      に焼き上げたカキのオムレツに、甘辛くとろみのある特製だれをた

っぷりかけた料理のことです。 

ふわふわ きんきん さらさら つやつや 

10 台中 MRT は現在工事中ですが、      開通すると思いますよ。 

そろそろ なかなか もやもや だんだん 

11 台湾東部には台東や花蓮などの主要都市があり、農業が発達したところですが、太平洋      海

岸線の美しさでも知られています。 

を面した に面した に隣した を隣した 

12 北投温泉は 1894 年にドイツ人      発見されました。 

について に対して によって に関して 
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13 スケジュールが良くない      、この企画は予算に合わないので、今回は見送らざるを得ない。 

ということはないので  ということではないが 

といったところで  といったために 

14 台湾では「ご飯を食べましたか」というあいさつもよくしますが、日本では、天気の話をす

る      普通です。 

ので のに のは のが 

15 セールスという仕事は、お客さんに難色を      ても、諦めないで商品を売るのが普通です。 

発され 露され 示され 思われ 

16 有難いお話なのですが、この仕事はお引き受け      。 

いたします ません になります いたしかねます 

17 おめでたい日に関していえば、一般的に、日本人からすると、奇数は      のいい数字で、台湾

の習慣と真逆です。 

吉祥 縁起 語呂 見栄 

18 高いお金を払って、マイホームを買う決心が、なかなか      。 

つかない とれない されない しない 

19 日本製のものを台湾で買うと、高く      ますよ。 

つき とび とり され 

20 観光ガイドのお仕事には、台湾の歴史      の知識がある程度必要でしょう。 

に応じて について に対して によって 

21 私が彼を呼んだら、彼は仕事をする      を止めて私を見た。 

腕 手 指 頭 

22 さすが一流の店だけあって、どの料理も非常に      。 

口を挟んでいた 肩を持っていた 胸を張っていた 手が込んでいた 

23 みんなに慕われるリーダーは目下の人にも      から尊敬される。 

頭が低い 頭が下がる 頭が上がらない 頭を冷やす 

24 お米の産地として有名な台東市池上郷の「池上」という地名は、日本統治時代、大坡池という場

所の上手に位置したことに由来します。 

よしく ゆうく ゆらい ゆうらい 

25 私が経営する会社の税務処理は、すべて税理士に委ねています。 

ゆだねて たずねて つらねて そこねて 

26 観光ガイドという職業の醍醐味は人との出会いにある。 

ていこび だいごみ だいこび ていごみ 

27 台湾の人は、火鍋が大好きな人が多く、年中食べられているので、有名店は必ず予約を      行

ったほうが無難です。 

しないと しないで した上で したから 
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28 読み方が分かりにくい名前、長くて覚えにくい名前の場合は、相手に何と      か、自分の呼び

方を知らせるほうが良いでしょう。 

呼べる 呼んでくれる 呼んであげる 呼んでもらう 

29 した皮に豚肉とタケノコやシイタケをつめた、屋台名物の肉圓はスパイスの効いた甘辛の

タレが癖になる味わいです。 

きりっと もちっと ぽかっと ころっと 

30 「大鷄排」というのは台湾独特のスパイスで味付け、      揚げたチキンカツのことです。 

きちっと さらっと かりっと ひょろっと 

31 (間違っているものを選んでください。) 

子供を連れて再婚している家族のことをステップ・ファミリーと言う。台湾、日本でも      が、

欧米のような社会的支援がなく、連れ子への虐待が深刻な問題となっている。 

増えている 増やしてある 増加している 倍増している 

32 台湾も日本もタクシーは、基本的には初乗り運賃(地域や会社によって変わる)      走った分の

料金      加算されるメーター制を採用しています。 

に/が と/に を/が で/に 

33 子育てしながら、長年働いて来たんだから、自分へのご褒美      、上げ膳据え膳が当たり前の

ツアー旅行      参加してもいいんじゃないですか。 

に/に で/を を/に が/を 

34 (間違っているものを選んでください。) 

3 時までにこちらに集合してください。万が一私がいなくてもここで      ください。 

待っていて お待ちになって 待って 待たされて 

35 A:新型肺炎が流行っているとはいえ、急にキャンセルすると違約金を取られるので、計画通りに

行ったらどうだろうか。 

B: ことはわかりますが、やはり安全第一ですので、そこは慎重に考えたほうがいいと思います。 

申される おっしゃる 申し上げる 申し付ける 

36 至れり尽くせりのおもてなしはサービスのポイントだが、自分の人格を下げて      、何もかも

合わせる必要はないと思う。 

こそ でも さえ まで 

37 客：タクシーを呼んでもらえますか。 

ガイド：かしこまりました。今すぐ      ので、少々お待ちください。 

呼ばれます 呼んでさしあげます お呼びします お呼びになります 

38 デザインやアートなど、今、台湾で何が流行っているのか、街の最新情報を現地で      なら、

本屋に行ってみましょう。 

図りたい 見つかりたい 決めたい 確かめたい 
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39 日本のドラマやアニメを見ると、社会的なジェンダー常識      、男女の役割が決まっているの

がよくわかる。 

に際して に従って になって に通じて 

40 今、手が空いているので、お手伝いできることがありましたら、      申し付けてください。 

何もかも 何なりと 何としても 何はともあれ 

41 切符を      になる場合は、あちらの自動販売機でどうぞ。 

お探し お求め お使い お落とし 

42 (間違っているものを選んでください。) 

台湾じゅうの 50 店舗以上の牛肉麵を食べ比べできる「牛肉麺コンテスト」が、2 月 8 日から 11

日の間、新北市で      。 

行われます 催されます 開かれます 始まります 

43 日本語の基礎なしに言語試験を受けるのは      むずかしい。 

なんでも さすがに すみやかに あざやかに 

44 台湾ではクーラーがガンガン      所で辛い鍋を食べるのが最高だと思う人が少なくない。 

吹いた なった 効いた した 

45 武漢市政府は同日未明に幹部会議を開き、「全面的な戦時状態に入っており、蔓延を      措置

を実行する」と、非常態勢に入ることを決定。 

停止される 阻止される 食い止める 差し止める 

46 客：どこかでコーヒーを飲めるところはありませんか。 

ガイド：ちょうど今からコンビニに行きますので、よろしければ私が      。 

お買いになりませんか  買ってやってもいいですか 

お買いいたしませんか  買ってまいりましょうか 

47 これが、お客様が      旅行資料です。 

お求めされた お求めになった 求めてくださった 求めてくださられた 

48 、そちらの携帯番号をお教えいただけませんか。 

差し支えなければ 嫌いでなければ 差し支えがあれば 嫌いであれば 

49 (間違っているものを選んでください。) 

スポーツは自分で体を動かしたり、観て楽しい現代人の生活の一部となっている。現在台湾や日本

でよく      スポーツは、野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、武道などがある。 

知られている なされている されている 戦われている 

50 新型肺炎が      問題で、市内全域の交通機関の運行を停止した。 

広がっている 広げている 広まってある 広めている 

51 午後 1 時、保存会の囃子による獅子舞。 

しじまい じこぶ ししまい しこむ 

52 大型の水槽を配置して熱帯魚をライトアップする。 

ねたいぎょう ねつたいぎょ ねつだぎょ ねったいぎょ 
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53 地元自治体などによる「地域サイクルツーリズム推進協議会」が発足した。 

はつぞく ほっそく ほつぞく ぱつそく 

54 八角形と円形の窓が交互に並ぶ意匠など、日本庭園の中に中国を見事に調和させている。 

みごと みこと けんじ げんじ 

55 ろまんちっく村 １日午前７時から「湯処あぐり 元旦朝風呂」。 

あさふろ あさぶろ あさぷる けさふろ 

56 大型車が多く、路肩近くがデコボコで風景を楽しむ余裕はなかった。 

ろけん ろがた ろせん ろかん 

57 キッズパーク利用者を対象に宿泊券などが当たる抽選会を開催。 

ちゅせんかい ちゅせんがい ちゅうせんかい ちゅうせんがい 

58 皇室ゆかりの地を巡るバスツアーが大人気だった。 

めく くく すべ めぐ 

59 この道路はまぎれもなく世界一だ。幅は３０フィート、細心の注意が払われよく整備されている。  

乱 紛 怖  曲 

60 「メキシコでひきょうへ分け入ったつもりが、人だらけの観光地だった」と軽妙な語り口で体験

談を披露した。 

悲境 貧境 秘境 秘教 

61 車内では車掌のアナウンスのあいまをぬって時々の見どころを説明します。  

間 合間 愛間 居間 

62 振興協会がたずさわるガイドの利用者は年間約１千人。  

携 関 教 触 

63 外国人客にとって情報収集にかかせないのがスマートフォンによるＳＮＳのチェック。 

欠 掛 描 掻 

64 「給料が減った時の雇用保険からの給付も雀の涙です。」  

文中の「雀の涙」とはどういう意味か、次から最も適切な答えを一つ選びなさい。 

少しのものでも積もり積もれば多くなる。 

無慈悲な者も、時には情け深い心を起こすことがある。 

ごくわずかなもののたとえ。 

若い時に身についた習慣は、年をとってもなおらないということ。 

65 北朝鮮の李外相は、同国を壊滅させるとしたトランプ米大統領の警告は「犬の遠ぼえ」のような

ものだと応酬した。  

文中の「犬の遠ぼえ」とはどういう意味か、次から最も意味の近い答えを一つ選びなさい。 

強い者に直接手向かわないで遠くからののしること。 

人がその主人だけにつかえること。 

犬のほえるような声を発すること。 

負けるときまっているいくさ。 
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66 「事情を詳しく聞かなくても、二人が犬猿の仲であることは、二人の距離感から容易に想像できる。」  

文中の「犬猿の仲」とはどういう意味か、次から最も適切な答えを一つ選びなさい。 

仲の悪いたとえ。  仲のよいたとえ。 

互いに恋い慕う間柄。  互いに優劣の差のない間柄。 

67 「何でもかんでも生産性、生産性、と躍起になるのではなく、急がば回れではないけど、長期的

に研究者を育てればいい。」  

文中の「急がば回れ」とはどういうことか、次から最も意味の近い答えを一つ選びなさい。 

物事を早く成しとげようとか、目的地に早く到着しようとかする。 

成果を急ぐなら、一見迂遠でも着実な方法をとった方がよい。 

人や物を捨ておいて行ってしまうこと。 

次のところに入るべし。 

68 ゆっくり走ることのかちを見いだしたのがノロッコ号。 

徒歩 歩行 価値 急勝 

69 サイクリング先進国の台湾から旅行会社幹部らを招いて周遊ツアーを開催。 

しょう はら まね まれ 

70 それでも彼は日本の風物にこうい的な目を向けている。  

故意 後遺 古意 好意 

次の文を読んで、適当な答えをそれぞれ一つ選んでください。  

 台湾の冬は短く、気温も日本より高いのが特徴です。例えば 1月の東京の最低平均気温は 1〜2℃

なのに対し、台北は 12℃程度。日本よりもかなり暖かい印象ですが、台湾の人は寒さに慣れてい

ないため、その時期に出かけるとダウンを着込んでいる人を見かけることも珍しくありません。 

 台湾で秋から冬に移り変わるのは 12 月ごろですが、高雄や六合夜市、台南などの南部では天気

の良い日が続くため、暑すぎず寒すぎず快適に観光を楽しむことができる時期です。地域によっ

ては朝晩に冷え込むところもあるため、脱ぎ着しやすいニット素材のカーディガンなどがあると

安心でしょう。一方、台北や九份などの北部では雨の日が増えてきます。特に標高の高い地域は

天候によって寒い日が続きますので、厚手のセーターやコート、暖かい素材の下着などを準備し

ておくと安心でしょう。 

 短い冬が終わって、気温が上がり始める 3 月中旬ごろにはコートがいらない日も増えてきます

が、九份のような標高の高い地域では日中と朝晩の寒暖差が激しいため、まだまだ薄手のコート

が必要です。また、台北や淡水といった北部の地域では雨も多く、雨の日には気温が下がること

も。急な雨に対応できる折りたたみの傘や撥水性の高いジャンパー、温度調節ができるように脱

ぎ着しやすい服装がおすすめです。 

4 月後半からは、湿度もぐっと上がって梅雨の始まりを感じるようになります。それに伴い蚊も

多く発生しますので、虫除けスプレーや薄手の上着で肌の露出を減らすなどの対策も考えておき

ましょう。  
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71 この文章に書かれた台湾の冬の特徴として最も近いのはどれでしょう。 

冬の時期は長いが、日本よりも気温が高く暖かである。 

冬でも暖かいので、大半の人々が薄着で過ごす。 

冬は意外に長く寒いので、人々はダウンなどを着込む。 

日本に比べると冬は短くて、気温が高い。 

72 この文章で、12月に天気が良く、快適に観光を楽しむことができるのは下のうち、どれですか。 

台北 淡水 台南 九份 

73 この文章に基づいて、冬に台湾北部を旅行する人へ服装のアドバイスをするとすれば、最も適切

なのは、下のうちどれですか。  

冬でも暑いので、ジャンパーがおすすめですよ。 

少し寒いので、脱ぎ着しやすいニット素材のカーディガンなどがあると安心です。 

暑くもなく寒くもないので、脱ぎ着しやすい服装で気持ち良く過ごせますよ。 

天候によって寒い日が続きますので、厚手のセーターやコート、暖かい素材の下着などを準備

しておくと良いですね。 

74 3 月中旬の九份の気候として最も近いのはどれでしょう。 

気温が上がり、安定した気候。 暖かくなるが、朝晩は冷える。 

気温が上がらず、寒い日が続く。 気温が上がり、汗が出るほどになる。 

75 気温と湿度が上がり、雨が多くなる季節に持っていた方が良いのは何でしょうか。 

薄手の上着 セーター 厚手のコート ダウン 

次の文を読んで、適当な答えをそれぞれ一つ選んで下さい。

日本では「チャイナドレス」として親しまれ、中華文化を代表する伝統的な民族衣装と考えら

れている「旗袍（チーパオ）」だが、その歴史は比較的浅い。女性の身体に沿った曲線的なシル

エットで、深いスリットが入った服というわれわれがチャイナドレスと聞いて真っ先に思い浮か

べるそれは、20 世紀以降、西洋の服の製法を取り入れて定着したデザインだとされる。中国語の

名称「旗袍」の起源は諸説あるが、一説には満州族（旗人）の女性たちの衣装が基になったとい

われる。 

  国立台湾博物館（台北市）の資料によると、旗袍は 1910 年代の中国に登場した。1910 年代とい

えば、中華民国が中国で成立した時代だ。さらに 1920 年代、女性解放の象徴として進歩的な女性

たちから注目を受け、1930 年代には中国全土に広まったとされる。当時、日本統治下にあった台

湾にも旗袍は伝わり、1930 年代には台北の多くの女性たちが着ていたという。この時代に台湾人

画家によって描かれた、旗袍をまとった女性の絵画や写真も残されている。  

国立台湾歴史博物館（台南市）の資料によれば、日本統治時代初期、台湾の文化や習慣に対す

る規制はあまりなく、服装に関しても放任されていたため、1920 年ごろまでは漢人の伝統的な服

が多く着られた。1930 年代には西洋式の教育が普及した影響で、旗袍のほか、西洋式のワンピー

スをまとう女性も増えてきた。日本式の和服姿の人も見られ、当時の台湾には、中華、西洋、日

本のスタイルが共存しており、このような時代の下、旗袍は台湾で独自の発展を遂げたとされる。  

1930 年代後半、皇民化政策が推し進められるようになると、旗袍は好ましくないとされる

声が上がるようになった。その後、太平洋戦争が激化し、旗袍は台湾の街から姿を消した。  
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76 この文章の内容に合致しないものはどれか、一つ選んで記号で答えてください。 

実は、旗袍の歴史は比較的浅い。 

旗袍は、日本では「チャイナドレス」として親しまれている。 

旗袍は長い歴史を持つ伝統的な民族衣装である。 

中国語の名称「旗袍」は、満州族（旗人）の女性たちの衣装が基になったという説がある。 

77 本文中の下線部「それ」が指す内容として最も正しいものを一つ選んでください。 

中国語の名称「旗袍」の起源 

女性の身体に沿った曲線的なシルエットで、深いスリットが入った服 

 20 世紀以降の西洋の服の製法 

中華文化を代表する伝統的な民族衣装と考えられている「旗袍」 

78 この文章の、旗袍が登場し流行した過程の説明に最も内容が近いものを一つ選んでください。 

旗袍は 1910 年代の中国で登場し、女性解放の象徴として進歩的な女性たちから注目を受

け、中国全土に広まった。台湾の都市で多くの女性が着るようになったのは 1930 年代で

ある。 

旗袍は 1910 年代、台北で多くの女性が着るようになった。女性解放の象徴として、中国

の進歩的な女性たちからも注目を受け、1930 年代に中国全土に広まった。 

旗袍は 1910 年代の中国で登場し、女性解放の象徴として進歩的な女性たちから注目を受

け、中国全土に広まった。1930 年代になって、それを日本人が台湾に持ち込んだ結果、

台湾でも流行した。 

旗袍は 1910 年代の中国で登場し、女性解放の象徴として進歩的な女性たちから注目を受け、中

国全土に広まった。1920 年代に台湾の都市で多くの女性が着るようになったため、それを禁止

する動きが広まった。 

79 日本統治時代の台湾での女性の服装について、この文章の内容に合致しないものはどれか、一

つ選んで記号で答えてください。 

日本統治時代初期、台湾の文化や習慣に対する規制はあまりなく、服装についても放任されて

いた。 

 1910 年代は和服を着る人が増え、当時の台湾は旗袍と日本のスタイルが共存していた。 

 1920 年代ごろまでは漢人の伝統的な服装を着る人も多かった。 

 1930 年代は西洋式の教育の普及により、西洋式のワンピースを着る人も出てきた。 

80 日本統治期に旗袍が台湾の街から姿を消した理由として、文章中にある最も適切なものを

一つ選びなさい。 

皇民化政策により台湾の文化や習慣に対する規制が弱くなったから。 

西洋式のワンピースが流行し、旗袍は時代遅れになったから。 

当時の台湾で、漢人の伝統が好まれなくなったから。 

皇民化政策の影響があり、太平洋戦争も激化したから。 
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