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1 混雑する場所では、バッグ類を袈裟掛けにし、体の前に抱えるようにして持つようにする。 

がさかけ けさがけ かさがけ けさかけ 

2 旅券は、命の次に重要なものという自覚を持って、肌身離さず持ち歩くようにする。 

きしんはなさず はだしんはなさず きみはなさず はだみはなさず 

3 台北捷運（MRT）車内及び構内では水、飴、ガム等を含めて全面飲食禁止になっている。 

いんしょくきんし のみくいきんし いんしょくきんじ のみくいきんじ 

4 台北の冬は雨の日が多く、冷たく感じることが多いので、羽織る物が必需品です。 

ひじゅうひん ひっじゅうひん ひじゅひん ひつじゅひん 

5 （温泉の入浴時マナー）髪の毛にはほこりやふけなど、さまざまな汚れが付着しています。長い髪の

毛はゴムか髪留めで    に浸からないようにしましょう。 

湯船 脱衣場 風呂場 洗い場 

6 山田さんになら、教えても差し支えないと思います。同じ意味のを選びなさい。 

教えてもいい 教えてはならない 

教えてもしかたがない 教えざるを得ない 

7 危険も    、彼は川に落ちた人を助けようと水の中に飛び込んだ。      

べからず かえりみず とりあえず たえず 

8 公共の場所は全面禁煙ですので、    も気を付けてください。 

おのおの それぞれ くれぐれ かれこれ 

9 まもなく着陸いたしますので、化粧室のご利用になる方は、今のうちに    。 

お済ませしてください お済ませてください 

お済ませください  済ませていただきます 

10 外国人観光客は、ゴミの捨て場所に困った挙句に、ゴミを    にしているケースも少なくは

ありません。 

呼び捨て ポイ捨て 切り捨て 使い捨て 

11 観光バスから降りる際は    にご注意ください。 

からだ スビート ダイヤ 足元 

12 書類に記入間違いがない    、もう一度よくご確認ください。 

かどうか ともなく からでは ならでは 

13 飛行機の機内では、運航に影響を    恐れがあることから、電子機器の使用が法律で厳しく

制限されている。 

及ぶ 及ぼす 生かす 受かる 
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14 （飛行機内のアナウンス）この度は台湾航空をご利用くださいまして誠にありがとうございまし

た。またのご利用を    。 

お待ちになっております お待ちください 

お待ちしております お待ちいただいております 

15 交通渋滞に巻き込まれ、到着時間がわかりかねる状況です。左記のかねると同じ意味のを選びな

さい。 

周囲に気をかねる。 

当駐車場は、車の保管に責任を負いかねます。 

 墓参りをかねて田舎へ帰った。 

水分補給しないと脱水症状になりかねない。 

16 （電車のアナウンス）まもなく扉が閉まります。    乗車はおやめください。 

持ち込み 入り込み 駆け込み 人込み 

17 日本に来る前に、日本のしきたりを    知らなかった。 

けっして すっかり すっきり まったく 

18 政府から皆様へ、不要不急の外出や移動について自粛を要請されています。 

じしゅう じしょう じっしゅう じしゅく 

19 当ホテルでは、様々な人気の特別ご宿泊    をご用意しております。ぜひご利用ください。 

プレイ フライト プラン プレイス 

20 広めのお部屋にマッサージ機や化粧品など、いやしの    を多数取り揃えております。 

グッズ クイズ グッチ グッド 

21 お部屋の料金はいずれもお一人様    です。 

ごと なみ わり あたり 

22 （館内放送）小さいお子さまをお連れの方は、ぜひご参加ください。    、席に限りがありま

すので、お早めにご来場ください。 

なお それゆえ かえって むしろ 

23 （ホテル側）：こんにちは。ABC ホテルへようこそ。お荷物をお持ちいたしましょうか。（客側）：

タクシーの    に荷物がありますから、お願いします。 

トラック ドライブ トランク ボンネット 

24 （ホテルで）お荷物は    でお預かりいたしますので、この番号札をお持ちください。 

クローク グローブ スロープ グレード 

25 （ホテル設備の使用）A：マッサージサービスをご利用の場合は事前にご予約が必要になります。

フロント    お電話いただければご予約を承ります。B：わかりました。どうもありがとう。 

で も から まで 

26 （ホテルのセーフティーボックスの使い方）暗証番号入力完了後、ダイヤルの数字を      にな

さることをおすすめいたします。 

サラサラ カラカラ バラバラ キラキラ 
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27 （国際電話のかけ方）まず国際電話の場合は、はじめに 0を押して、発信音が聞こえましたら、相

手先の番号を国番号から押してください。 

はつしんおん/くにばんごう はっしんおん/くにばんごう 

はつしんおと/こくばんごう はっしんおと/こくばんごう 

28 ご注文が    ましたら、お呼び下さい。 

お決めになり お決まりになり 

お承りになり お預かりになり 

29 （バス内）本日は市内の中華料理の有名レストランで、    の小籠包を召し上がっていただ

きます。 

本場 本番 本気 本懐 

30 （レストランで）A：たばこはお    になりますか。 B：いいえ。 

一服 たべ くわえ すい 

31 （喫茶店で）ウェイター：コーヒーはホット   アイスがございますが。 客：ホットをくだ

さい。 

も と か とか 

32 （機内のアナウンス）皆様、当機まもなく離陸いたします。安全のため、携帯電話のスイッチを 

    。 

おいれください ご用意ください おたずねください おきりください 

33 外国人旅行者    、化粧品などの消耗品も免税対象となります。 

にかけて によって に対して について 

34 正しいマナーだと勘違いされ   なのが手皿です。料理を食べる際、汁などが落ちないよう手

を皿のように添えながら食べることを言います。 

ぎみ がち げ っぽい 

35 IC カードにお金を    しておけば、券売機に並ばなくてもすぐ電車に乗ることができ、乗換

えがあるときも自動で計算してくれます。 

チャージ チェンジ チェック チャレンジ 

36 改札機は駅によって、きっぷ用、IC カード用、きっぷと IC カード両方使えるものがあります。 

    ようにしましょう。 

相違ない 入れない 通らない 間違えない 

37 （温泉の入浴マナー）ご飲酒されている方、体調の悪い方などはご入浴をお控えください。 

また、    状態の方は入浴をご遠慮ください。 

困惑 酩酊 精神 健康 

38 都心部の電車には「女性専用車」が設けられており、一日中または時間限定で、女性    が利

用できるようになっている。 

なみ 以外 のみ きり 
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39 お客様の遺失物は、    、ご連絡させていただきます。 

見つかる次第 見つかり次第 見つかった次第 見つかって次第 

40 （税関で）何か法律に    ものをお持ちですか。 

触れる 障る 関わる 働く 

41 （客）あのう、123 号室ですが、、、、、、。（フロント）はい、何でしょうか。（客）エアコン

が    。 

あきません つきません でません しまりません 

42 当店への最寄り駅はご存知ですか。 

さいより そうより もきり もより 

43 新聞    、近く消費税が上がるらしい。 

にわたって に応じて に対して によると 

44 ここに書いてある    、入国カードに記入してください。 

かわりに だけでなく ように ために 

45     いつごろできあがりますか。 

すでに いよいよ だいたい かならず 

46 危ないものは、子どもの手が    ところに置いてください。 

あそばない あけない もどらない とどかない 

47 シートベルトの着用をもう一度お確かめください。 

ちゃよう ちゃくよう ちゃっよう ちゃよ 

48 当機は間もなくりりくいたします。 

到着 離着 離陸 着陸 

49 このお皿、    よろしいですか。 

お下げになっても  お下げしても 

下げてあげても 下げていらっしゃっても 

50 トイレはこちらの通路の    でございます。 

受付 ホール 相席 突き当たり 

51 この時間帯は 5分    電車が来ますよ。 

から 気味 おきに のように 

52 すみません。浅草寺に行きたいのですが、どの駅で    いいですか。 

降りる 降りって 降りったら 降りれば 

53 雪が降ると、電車は    。 

遅れることになっている 遅れなければならない 

遅れがちだ 遅れるべきだ 

54 たばこや酒、貴金属類を    。 

お待ちですか お持ちですか ご待ちですか ご持ちですか 
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55 Wi-Fi 設定についてのご説明は客室内に    してあります。 

記載 記録 入力 掲載 

56 金額を確認    、よろしければこちらにサインをお願い致します。 

したり した上で したにもかかわらず したのに 

57 冷蔵庫のものは    か。 

お使いしました お使いなりました  

お使いにしました  お使いになりました 

58 お料理は 8000 元のコースで 10 名様と承っておりますが、ご変更ございませんか。 

あつかって ことなって おこなって うけたまわって 

59 一階なら写真を撮っても大丈夫です。    、フラッシュを使用しないでください。 

したがって なのに おかげで ただし 

60 現在、ライトアップ祭を    していますので、開園時間を夜 9時まで延長しています。 

開始 開催 開放 開演 

61 日本に来て、富士山をはじめ、    。 

登ったことがある  主な山にはだいたい登った 

見て美しいと思った  バスで途中まで行き、それから登った 

62 私は旅行    、絵葉書を買います。 

のたびに をもとに に沿って こそ 

63 涼しい場所に保存して、なるべく早くお召し上がりください。 

ほぞん ほそん ほうぞん ほうそん 

64 眠っている間にスマホを充電します。 

そうでん ぞうでん じゅうでん しゅうでん 

65 東京に電話を掛けたい時は    よいですか。 

どれほど どのように どれだけ どうすれば 

66 （客）他の部屋との通話はどうするのですか。（フロント）まず 2を押してから、相手のお部屋番

号を    よろしいです。 

押してあげれば 押していただければ  

押せれば お押しして 

67 電車の中に傘を    、降りてしまいました。 

置いているうちに 置いたまま 置いて以来 置けば 

68 暑い    、食欲がない。 

うちに おかげで せいか くせに 

69 すぐ救急車を呼びましょう。 

きゅきゅくるま きゅうきゅうくるま 

きゅきゅしゃ きゅうきゅうしゃ 

70 （警察）どうしたんですか。（観光客）かばんを    んです。 

盗む 盗んだ 盗ませた 盗まれた 
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読解問題 次の文を読んで、（71）～（75）の設問に最も適当な答えを選びなさい。 

  自動販売機のボタンを押すと出てくるのは、飲料ではなく、カキフライや和牛の赤ワイン煮込み……。

街を歩けば、（71）一風変わった自動販売機が続々と登場している。（72）コロナ禍で、非対面・非接

触での販売に注目が集まっている。 

  天満屋福山店の玄関前には、缶入りのティラミスなどの洋菓子が買える自販機がある。設置したのは、

福山市南蔵王町 3丁目の洋菓子店「スイーツラボミルク」だ。同店では新型コロナ感染拡大の影響で、閉

店時刻を 2時間早めたところ、顧客から「会社帰りでは間に合わない」という声が上がった。（73）消費

者に届ける方法はないかと考えていた時、取引先の容器会社から「プラスチック製の透明缶がある」と声

をかけられた。飲料のように、缶のプルタブを引き上げて開ける。密閉できて保存が利き、持ち歩きも

（74）。「ケーキの缶詰」を作れば、自販機でも販売できると考えた。昨年 9月に天満屋前の自販機で売

り始めた。人通りの多い場所で、買い物客らの目にとまり、（75）も出るほどの人気に。12月には山陽道

上り線福山サービスエリアにも置いた。経営者の園尾聖さんは「コロナ対策で始めたが、自販機で販路が

拡大したと思う。売り上げも好調です」と話す。（2022 年 1月 25 日付朝日新聞より抜粋） 

71 ひとかぜかわった  ひとふうがわった 

いっぷうかわった  いちふうがわった 

72 長らく 長引く 末永く 長持ちする 

73 何でも 何だか 何も 何とか 

74 しやすい しにくい しがたい しのぎやすい 

75 売り上げ 売り切れ 売れ行き 売れ残り 

次の文を読んで、（76）～（80）の設問に最も適当な答えを選びなさい。 

  お賽銭も QR コードで、という寺社が少しずつ増えてきました。賽銭の（76）化が徐々に進んでいる

ようです。コロナ前は、主に海外旅行客向けだったようですが、今はお札や硬貨を（77）ように、と

いう感染症対策の面も。 

  先日、真宗大谷派が本山の東本願寺（京都市）などでも QR コードでのお賽銭を始めました。伝統を重

んじるイメージの（78）お寺で取り入れるとは。「新しい生活様式」の実践例のようです。参拝者の健

康を気づかってくれるとはありがたいです。世代的に僧侶もデジタルデバイスを使いこなせるようにな

ったのでしょう。（中略） 

  参拝者はスマホに金額を入力し、お賽銭データを送信。近い将来、境内には見えないお金のデータが

（79）いる、という時代が来そうです。データが通信衛星を経由していたとしたら、神様仏様に近い空

を通るので認識してもらえて（80）ご利益をしっかりいただけるかもしれません。ただ、現金という物

質が重要だと考えている人にとっては物足りなさがあります。（辛酸なめ子『辛酸なめ子の独断！流行

大全』中央公論新社、2021） 

76 プライスレス ホームレス チケットレス キャッシュレス 

77 壊さない 両替しない 触らない 作らない 

78 由緒正しい 礼儀正しい 折り目正しい 行儀正しい 

79 表示されて 飛び込んで 消えて 飛び交って 

80 ごりえき ごりやく ごりえく ごりょやく 
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