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SECTION 1 - SECTION 1

Question No.1 (Question Id - 41)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

通学用に自転車がほしい、と思っていたら、隣の家の人がやすく＿＿＿＿くれた。

(A) 受け取って 

(B) 譲って (Correct Answer)
 

(C) 与えて 

(D) 買って 

Question No.2 (Question Id - 37)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

秋の夜、都会でも窓を開ければ＿＿＿＿虫の声が聞こえてくる。

(A) こっけいに 

(B) あやふやに 

(C) こまやかに 

(D) かすかに (Correct Answer)
 

Question No.3 (Question Id - 17)
次の文の＿＿＿に入る最も適当なものを、1.2.3.4.から一つ選びなさい。

この症状＿＿＿＿いうと、風邪ではなく、何かもっと他の病気かもしれない。

(A) には 

(B) まで 

(C) でも 

(D) から (Correct Answer) 

Question No.4 (Question Id - 73)
下の文を完成するのにa.b.c.d.を並べ変えて、正しい順を1.2.3.4.から

選びなさい。

あなた＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿と友達に言われました。

A.    いいなあ    

B. スポーツが       

C. みたいに                       

D. できると

(A) A.,B.,C.,D. 



(B) C.,B.,D.,A.

(Correct Answer) 
(C) D.,C.,B.,A. 
(D) C.,B.,A.,D. 

Question No.5 (Question Id - 71)
説明に合う用例を1.2.3.4.から一つ選びなさい。

都合。。。やりくり

(A) あの人は自分の都合ばかり考えるから皆に評判がわるい

(B) 駅に着いたら、都合よく電車が来た。 

(C) 父が入院して、大学の入学金の都合がつかなくて、困っている。 (Correct
Answer)

 (D) 来週会いたいので、都合のいい日を聞かせてください。

Question No.6 (Question Id - 12)
＿＿＿＿＿に入るものを1.2.3.4. の中から一つを選びなさい。

＿＿＿＿の彼は、今回の選挙にも行かなかった。

(A) ノンポリ

(B) ノンプリ 

(C) ノンプレ 

(D) ノンプロ (Correct Answer) 

Question No.7 (Question Id - 22)
下の文は、言葉の意味や使い方を説明したものです。その説明に最も合う言葉を

1.2.3.4.から一つ選びなさい。

割合がどれぐらいであるかを表す言葉。

(A) 計 
(B) 率 (Correct Answer) 
(C) 度 
(D) 級 

Question No.8 (Question Id - 39)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

一度引き受けた以上は＿＿＿＿。

(A) やらないはずだ 

(B) やらない 
(C) やらざるを得ない (Correct Answer)

 
(D) やらなくていい 

Question No.9 (Question Id - 43)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。



次回の講義では、東北地方の「方言」を＿＿＿＿みたいと思います。

(A) 取り上げて (Correct Answer)
 

(B) 取り出して 

(C) あげて 

(D) 手放して 

Question No.10 (Question Id - 77)
1.2.3.4.から正しい答えを選びなさい。

最近、日本で全焼(ぜんしょう)した世界遺産(いさん)はどれですか。

(A) 名古屋城、名古屋 
(B) 大阪城、大阪府 
(C) 首里(しゅり)城(じょう)、沖縄(おきなわ)県(けん) (Correct Answer)

 
(D) 姫路(ひめじ)城(しろ)、兵庫(ひょうご)県 

Question No.11 (Question Id - 72)
下の文を完成するのにa.b.c.d.を並べ変えて、正しい順を1.2.3.4.から選びなさい。

してしまったことを＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿ しかたがない。

A.         などと                    

B.          よかった    

C.         しなければ            

D.         おもっても

(A) C.,B.,D.,A. 
(B) D.,A.,C.,B. 
(C) D.,A.,B.,C. 
(D) C.,B.,A.,D. (Correct Answer)

 

Question No.12 (Question Id - 64)
次の文の＿＿＿に入る最も適当なものを、1.2.3.4.から一つ選びなさい。

お口に合わないかもしれませんが、どうぞ＿＿＿＿＿＿。

(A) 召しあがられてください 

(B) おあがりください (Correct Answer) 
(C) お召しになってください 

(D) おあげいただいてください 

Question No.13 (Question Id - 55)
＿＿＿＿に入る言葉を1.2.3.4. から一つ選びなさい。

消費者の反応は＿＿＿＿で、商品についての特別な意見はなかった。

(A) ぼつぼつ 

(B) ちやほや 

(C) まちまち (Correct Answer) 
(D) むちゃくちゃ 



Question No.14 (Question Id - 65)
以下の意味に合う四字熟語を1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

人間が持つ基本的な感情。

(A) 哀楽喜怒 
(B) 起動哀楽 
(C) 喜怒哀楽 (Correct Answer) 
(D) 喜怒相楽 

Question No.15 (Question Id - 87)
1.2.3.4.から正しい答えを選びなさい。

「拝啓(はいけい)」という言葉は手紙の＿＿＿＿書きます。

(A) 頭に

(Correct Answer)
 (B) 宛先に 

(C) 終わりに 

(D) 真ん中に 

Question No.16 (Question Id - 80)
1.2.3.4.から正しい答えを一つ選びなさい。

日本人は「初詣(はつもうで)」にいつ行きますか。

(A) たなばた 

(B) ひな祭り 

(C) お盆(ぼん) 

(D) お正月 (Correct Answer)
 

Question No.17 (Question Id - 62)
次の文の＿＿＿に入る最も適当なものを、1.2.3.4.から一つ選びなさい。

先生がご用意＿＿＿＿プリントをみんなに配りました。

(A) くださった (Correct Answer)
 

(B) さしあげた 

(C) いらした 

(D) いただいた 

Question No.18 (Question Id - 76)
1.2.3.4.から正しい答えを選びなさい。

日本は都道府県の数がそれぞれいくつありますか。

(A) 1都1道2府43県 (Correct Answer)
 (B) 1都1道3府42県 

(C) 1都1道1府44県 
(D) 1都2道3府40県

Question No.19 (Question Id - 15)



＿＿＿＿＿に入るものを1.2.3.4. の中から一つを選びなさい。

携帯を充電するために電線を＿＿＿＿に入れました。

(A) コンセント (Correct Answer)
 

(B) コンセプト 

(C) コンクリート 

(D) コンタクト 

Question No.20 (Question Id - 84)
1.2.3.4.から正しい答えを選びなさい。

日本で新幹線が初めて走った年は＿＿＿＿＿である。
(A) 1969 
(B) 1964 (Correct Answer)

 (C) 1974 
(D) 1984 

Question No.21 (Question Id - 23)
下の文は、言葉の意味や使い方を説明したものです。その説明に最も合う言葉を

1.2.3.4.から一つ選びなさい。

その人の持っているものの考え方や感じ方。

(A) 性格 (Correct Answer)
 (B) 性能 

(C) 感心 
(D) 機能 

Question No.22 (Question Id - 67)
以下のことわざを、1.2.3.4. の中から一つ選んで完成しなさい。

知らぬが＿＿＿＿。

(A) ちょうじゃ

(B) 神様 
(C) だいみょう 

(D) ほとけ (Correct Answer) 

Question No.23 (Question Id - 42)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

子供は、中学生ぐらいになると大人として＿＿＿＿ほしいと思うようになる。

(A) 扱って (Correct Answer)
 

(B) 使って 

(C) 設けて 

(D) 用いて 

Question No.24 (Question Id - 5)
下線の言葉の読み方を1,2,3,4の中から一つ選びなさい。

「はい」と返事して勢いよく立ち上がった。



(A) いきよい 

(B) いきおい (Correct Answer)
 

(C) きそい 

(D) あらそい 

Question No.25 (Question Id - 89)
古代から現代への正しい順番を1.2.3.4. から一つ選びなさい。

 (A) 源氏物語 → 万葉集 → 雪国 → 奥の細道 

(B) 源氏物語 → 雪国 → 万葉集 → 奥の細道

(C) 万葉集 → 源氏物語 → 奥の細道 → 雪国 (Correct Answer)
 

(D) 雪国 → 奥の細道 → 万葉集 → 源氏物語

Question No.26 (Question Id - 1)
下線の言葉の読み方を1,2,3,4の中から一つ選びなさい。

順序よく前の人からお乗りください。

(A) じゅんしょう 

(B) じゅんじょ (Correct Answer) 
(C) じゅんぞう 

(D) じゅんよ 

Question No.27 (Question Id - 28)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

昨日の雨で川の水が＿＿＿＿、付近の家屋が被害にあった。

(A) うなり 

(B) つもり 

(C) あふれ (Correct Answer)
 

(D) こぼれ 

Question No.28 (Question Id - 69)
以下のことわざを、1.2.3.4. の中から一つ選んで完成しなさい。

所変われば＿＿＿＿変わる。

(A) 品 (Correct Answer) 
(B) 友 
(C) 気 
(D) 食 

Question No.29 (Question Id - 18)
次の文の＿＿＿に入る最も適当なものを、1.2.3.4.から一つ選びなさい。

生まれてくる赤ちゃんのために心＿＿＿＿こめて靴下を編んでいます。

(A) を (Correct Answer)
 

(B) で 

(C) に 

(D) は 



Question No.30 (Question Id - 32)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

夫の会社は小さい＿＿＿＿給料がいい。

(A) せいで 

(B) ほどに 

(C) わりに (Correct Answer)
 

(D) むきに 

Question No.31 (Question Id - 54)
＿＿＿＿に入る言葉を1.2.3.4. から一つ選びなさい。

お寺の参道には、おみやげ物売る店は＿＿＿＿＿＿並んでいる。

(A) きちっと 

(B) ぐっと 

(C) ずらっと (Correct Answer)
 

(D) ちらっと 

Question No.32 (Question Id - 52)
＿＿＿＿に入る言葉を1.2.3.4. から一つ選びなさい。

一日中歩き回って＿＿＿＿疲れた。1.2.3.4.から正しい答えを選びなさい。

(A) ころころ 

(B) くよくよ 

(C) くたくた (Correct Answer)
 

(D) くらくら 

Question No.33 (Question Id - 9)
下線の言葉の漢字を1,2,3,4の中から一つ選びなさい。

最近、テレビのせんでん広告はあまりおもしろくない。

(A) 宣伝 (Correct Answer) 
(B) 宜電 
(C) 戦伝 
(D) 選伝 

Question No.34 (Question Id - 68)
以下のことわざを、1.2.3.4. の中から一つ選んで完成しなさい。

千里の道も＿＿＿＿から。

(A) 一理 
(B) 一歩 (Correct Answer)

 (C) 千歩 
(D) 千里 

Question No.35 (Question Id - 26)
次の文の＿＿＿に入る最も適当なものを、1.2.3.4.から一つ選びなさい。

あの若者は、＿＿＿と現実の違いも分からなくなっている。



(A) 発想 
(B) 空想 (Correct Answer) 
(C) 感想 
(D) 思想 

Question No.36 (Question Id - 24)
次の文の＿＿＿に入る最も適当なものを、1.2.3.4.から一つ選びなさい。

交通規則を守って、＿＿＿＿運転をこころがける。

(A) 安心 
(B) 安定 
(C) 安易 
(D) 安全 (Correct Answer)

 

Question No.37 (Question Id - 83)
1.2.3.4.から正しい答えを選びなさい。

「となりの＿＿＿＿」というアニメ映画のタイトルを完成しなさい。

(A) ダルマ 

(B) トトロ

(Correct Answer)
 (C) オバケ 

(D) クロネコ 

Question No.38 (Question Id - 86)
1.2.3.4.から正しい答えを選びなさい。

日本の人形でないのは＿＿＿＿である。

(A) はにわ 

(B) ひな 

(C) こけし 

(D) おふだ (Correct Answer) 

Question No.39 (Question Id - 56)
＿＿＿＿に入る言葉を1.2.3.4. から一つ選びなさい。

電車が揺れて倒れそうになったので、＿＿＿＿窓ガラスに手をついた。

(A) やけに 

(B) ことに 

(C) とっさに (Correct Answer) 
(D) わりに 

Question No.40 (Question Id - 7)
下線の言葉の漢字を1,2,3,4の中から一つ選びなさい。

じまんの車を傷つけられてしまった。

(A) 自満 
(B) 自万 



(C) 自慢 (Correct Answer)
(D) 自満漫 

Question No.41 (Question Id - 70)
説明に合う用例を1.2.3.4.から一つ選びなさい。

力。。。手助け

(A) 人をまとめる力がないとリーダーにはなれない。 

(B) 私は力がないので、50キロもあるバーベルは持ち上げられない。 

(C) この学校はスポーツに力を入れている。 

(D) この企画にはぜひあなたの力が必要なんです。 (Correct Answer) 

Question No.42 (Question Id - 57)
＿＿＿＿に入る言葉を1.2.3.4. から一つ選びなさい。

子供の誕生日パーティーにお金がかかって、＿＿＿＿が出た。

(A) 手 
(B) 目 
(C) 首 
(D) 足 (Correct Answer)

 

Question No.43 (Question Id - 47)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. から一つ選びなさい。

レポートは手書きでも可。＿＿＿＿、きれいに書くこと。

(A) その上 

(B) それに 

(C) ただし (Correct Answer)
 

(D) だって 

Question No.44 (Question Id - 10)
下線の言葉の漢字を1,2,3,4の中から一つ選びなさい。

  学生全員のめいぼを作った。

(A) 名募 
(B) 名暮 
(C) 名簿 (Correct Answer) 
(D) 名慕 

Question No.45 (Question Id - 20)
次の文の＿＿＿に入る最も適当なものを、1.2.3.4.から一つ選びなさい。

   A: 「昨日のパーティ―、どうして途中で帰っちゃったの」

   B: 「だって、退屈だったんだ＿＿＿。」

(A) こと 

(B) もの (Correct Answer)
 

(C) こそ 

(D) より 



Question No.46 (Question Id - 33)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

こっそりお酒を飲んでいる＿＿＿＿妻に見つかってしまった。

(A) ところを (Correct Answer)
 

(B) たびに 

(C) ところで 

(D) とたん 

Question No.47 (Question Id - 38)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

この学校を卒業できるのは、せいぜいの入学者の6割＿＿＿＿。

(A) にほかならない 

(B) にちがいない 

(C) にすぎない (Correct Answer)
 

(D) に限らない 

Question No.48 (Question Id - 61)
次の文の＿＿＿に入る最も適当なものを、1.2.3.4.から一つ選びなさい。

皆様のお考えを＿＿＿＿と思います

(A) お目にかかりたい 

(B) うけたまわりたい

(Correct Answer)
 (C) おいでいただきたい 

(D) ごらんになりたい 

Question No.49 (Question Id - 4)
下線の言葉の読み方を1,2,3,4の中から一つ選びなさい。

人間は皆平等だから、差別には反対です。

(A) びょうとう 

(B) へいじ 

(C) びょうどう (Correct Answer)
 

(D) へいどう 

Question No.50 (Question Id - 82)
沖縄県の古い名前を1.2.3.4.から選びなさい。

 (A) あずま 

(B) りゅうきゅう (Correct Answer) 
(C) みくに 

(D) えど

Question No.51 (Question Id - 31)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

あの人はいつも電車のドアが＿＿＿＿乗り込んで、席を確保しようとする。



(A) 開いたが最後 

(B) 開くのを契機に 
(C) 開くが早いか (Correct Answer)

 
(D) 開いたなり 

Question No.52 (Question Id - 6)
下線の言葉の漢字を1,2,3,4の中から一つ選びなさい。

また交通うんちんの値上げが決定された。

(A) 運資 
(B) 運賃 (Correct Answer) 
(C) 運買 
(D) 運貨 

Question No.53 (Question Id - 2)
下線の言葉の読み方を1,2,3,4の中から一つ選びなさい。

被災地の復興に全力で取り組む。

(A) ふくきょう 

(B) ふっこう (Correct Answer) 
(C) ふっきょう 

(D) ふっこ 

Question No.54 (Question Id - 85)
1.2.3.4.から正しい答えを一つ選びなさい。

北海道に密集している民族はどれですか。

(A) 江戸(えど)っ子(こ) 

(B) ぶりっこ 

(C) アイヌ (Correct Answer)
 

(D) わびと 

Case Study - 55 to 58 (Question Id - 92)
人に何かを聞かれた時、①＿＿＿使ってしまうのが「あ、それでいいですよ」という言葉。ベストで
はないが、断るほどでもない、といったニュアンスだろう。

例えば、帰宅して妻に「夕飯、カレーなんだけど」と言われた夫が、「ランチもカレーだったのに
な」と思いながらも「ああ、それでいいよ」と答えてしまう、という感じだ。本音では「カレーが二
回続くのは嫌だな」と思いながらもそれを②口にしないやさしさも、そこには込められている。

③＿＿＿＿、「それでいいよ」と言われたほうは、そこに混じっている気配りややさしさには

④なかなか気づかない。   

(香山リカ『言葉のチカラ コミュニケーションレッスン』集英社）

Question No.55 (Question Id - 93)
①＿＿＿に入る最もよいものを1.2.3.4.から一つ選びなさい。

 (A) それで 

(B) まったく 

(C) ぜひ 

(D)



つい (Correct Answer)

Question No.56 (Question Id - 94)
②口にしない の意味を1.2.3.4.から一つ選びなさい。

 (A) ほめない 

(B) 聞かない 

(C) 食べない 

(D) 言わない (Correct Answer) 

Question No.57 (Question Id - 95)
③＿＿＿＿に入る最もよいうものを1.2.3.4.から一つ選びなさい。

(A) もし 

(B) したがって 

(C) それなのに 

(D) しかし (Correct Answer)
 

Question No.58 (Question Id - 96)
④なかなか気づかない のはだれか。
(A) カレーでいいと答える人 

(B) カレーはイヤだと思う人 

(C) カレーでいいかどうか聞いた人 (Correct Answer) 
(D) カレーでいいかどうか聞かれた人 

Question No.59 (Question Id - 44)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

実験に＿＿＿＿ことを恐れていては、新しい発見はできない。

(A) 失敗する (Correct Answer)
 

(B) 驚く 

(C) 損なう 

(D) 栄える 

Question No.60 (Question Id - 53)
＿＿＿＿に入る言葉を1.2.3.4. から一つ選びなさい。

高いビルの上から下を見たら、目が＿＿＿＿した。

(A) くろくろ 

(B) くたくた 

(C) くらくら (Correct Answer)
 

(D) くよくよ 

Question No.61 (Question Id - 66)
以下の意味に合う四字熟語を1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

人の意見を聞き入れないこと。

(A) 牛耳東風 
(B) 馬耳豆腐 
(C) 馬耳東風 (Correct Answer) 
(D) 牛耳豆風 



Question No.62 (Question Id - 60)
次の文の＿＿＿に入る最も適当なものを、1.2.3.4.から一つ選びなさい。

ようやく春らしくなって＿＿＿が、皆様お元気でしょうか。

(A) いらっしゃいました 

(B) ございました 

(C) まいりました (Correct Answer)
 

(D) いただきました 

Case Study - 63 to 67 (Question Id - 97)
自分が転職①＿＿向いているかどうかをチェックする簡単な方法があります。それは、自分にとって
②居心地(いごこち)の悪い、新しい空間に身を投じてみることです。

どんなことでもいいのです。例えばスポーツジムに行ったり、興味の③＿＿＿習い事を始めてみた
り。。。習い事など新しいことを始めるときは、だれでもゼロからのスタートになります。ですか
ら、友達と一緒にではなく、自分一人で始めてみましょう。

一人でゼロから始めるとなると、いろいろな意味で居心地の悪い思いをするでしょう。まず、不明な
点は誰かに聞かなければなりません。これをストレスに感じる人もいるはずです。

転職した場合も、一人で新しい環境に対応していかなければなりません。今までいた社会とはまった
く違う環境のもとで、例えば「普段、ランチはどこに食べに行くんですか？」といった小さな日常的
なことさえも、同僚(どうりょう)④＿＿＿よく知らない人に一つ一つ聞いていかなければなりませ
ん。事前に習い事などを一人で始めてみると、自分が新しい環境
⑤＿＿＿＿が分かるのです。

                                                      (小島貫子『天職力と転職力』角川SSコミュニケーションズ）

Question No.63 (Question Id - 98)
①＿＿に入る最も適当な助詞を1.2.3.4. から選びなさい。

 (A) に (Correct Answer) 
(B) も 

(C) で 

(D) を 

Question No.64 (Question Id - 99)
転職をする前に②居心地の悪い、新しい空間に身を投じてみる のがいいのはなぜ

で すか。正しい答えを1.2.3.4.から一つ選びなさい。

(A) 新しい職場でうまくやっていけるどうか、わかるから。 (Correct Answer)
 

(B) 今の職場が本当に居心地が悪いかどうか、わかるから。 

(C) 新しい仕事の内容に向いているかどうか、わかるから。 

(D) 今の仕事にストレスを感じているかどうか、わかるから。 

Question No.65 (Question Id - 100)
③＿＿＿に入る最も適当な動詞を1.2.3.4.から選びなさい。

 (A) 似た 

(B) なった 

(C) あった (Correct Answer)
 

(D) そった 

Question No.66 (Question Id - 101)
④＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4.から選びなさい。

 (A) とはいい 

(B) とはいわない 



(C) とはいえ (Correct Answer)
(D) とはいう 

Question No.67 (Question Id - 102)
⑤＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4.から選びなさい。

 (A) のもとでうまく対応するはずかどうか

(B) のもとでうまく対応するわけかどうか 

(C) のもとでうまく対応するどころかどうか

(D) のもとでうまく対応できるかどうか (Correct Answer)
 

Question No.68 (Question Id - 51)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. から一つ選びなさい。

大学で経済を学ぶつもりです。＿＿＿＿、試験に合格すれば、の話ですが。

(A) そのうえ 

(B) したがって 

(C) もっとも (Correct Answer) 
(D) それとも 

Question No.69 (Question Id - 49)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. から一つ選びなさい。

本日の会議がこれで終了します。＿＿＿＿今後の予定は今週中にお知らせします。

(A) ついでに 

(B) ただ 

(C) したがって 

(D) なお (Correct Answer) 

Question No.70 (Question Id - 88)
1.2.3.4.から正しい答えを選びなさい。

毎年2月に「雪まつり」が＿＿＿＿＿で行われます。

(A) 那覇(なは) 

(B) 札幌(さっぽろ) (Correct Answer) 
(C) 東京(とうきょう) 

(D) 福島(ふくしま) 

Question No.71 (Question Id - 45)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

昔住んでいたアパートは、風呂(ふろ)も＿＿＿＿トイレも付いていなかった。

(A) なければ (Correct Answer)
 

(B) なかたっり 

(C) ないと 

(D) ないにしろ 

Question No.72 (Question Id - 48)



＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. から一つ選びなさい。

いつもの時間に家を出た。＿＿＿＿、いつまでたっても電車が来なかった。

(A) それに 

(B) ところで 

(C) それで 

(D) ところが (Correct Answer)
 

Question No.73 (Question Id - 58)
＿＿＿＿に入る言葉を1.2.3.4. から一つ選びなさい。

友達は日本語能力試験N1を合格したと聞いて、＿＿＿＿＿を抜かした。

(A) 肝臓(かんぞう) 

(B) 足 
(C) 腰 (Correct Answer) 
(D) 腎臓(じんぞう) 

Question No.74 (Question Id - 16)
次の文の＿＿＿に入る最も適当なものを、1.2.3.4. から一つ選びなさい。

仕事の話はぬき＿＿＿＿して、楽しくやりましょう。

(A) で 

(B) を 

(C) に (Correct Answer)
 

(D) は 

Question No.75 (Question Id - 91)

(A) A-II., B-III, C-IV., D-I. 
(B) A-II., B-I., C-IV., D-III. 
(C) A-III., B-IV., C-I., D-II. 
(D) A-IV., B-III., C-I., D-II. (Correct Answer)

 

Question No.76 (Question Id - 90)



(A) A-I., B-II., C-III., D-IV. 
(B) A-II., B-III., C-IV., D-I.

(Correct Answer)
 (C) A-III., B-IV., C-I., D-II.

(D) A-II., B-I., C-IV., D-III. 

Question No.77 (Question Id - 74)
1, 2, 3,4の中から正しい答えを一つ選びなさい。

平成の天皇陛下が即位したのは2019年の何月何日でしたか。

(A) 4月30日 (Correct Answer)
 (B) 12月25日 

(C) 4月1日 
(D) 12月31日 

Question No.78 (Question Id - 79)
1.2.3.4.から正しい 答えを一つ選びなさい。

茶道・華道・書道に影響を与えたのは以下のどれですか。

(A) 密教(みっきょう) 

(B) 禅宗(ぜんしゅう) (Correct Answer)
 

(C) 儒教(じゅきょう) 

(D) キリスト教 

Question No.79 (Question Id - 46)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

説明書＿＿＿＿＿組み立ててみたのですが、動かないんです。

(A) 次第で 

(B) に応じて 

(C) どおりに (Correct Answer)
 

(D) のもとに 

Question No.80 (Question Id - 19)
次の文の＿＿＿に入る最も適当なものを、1.2.3.4.から一つ選びなさい。

今から皆さんの質問＿＿＿＿応じますので、聞きたいことのあるかたは手をあげてくだ
さい。

(A)



で 

(B) と 

(C) に (Correct Answer) 
(D) を 

Question No.81 (Question Id - 25)
次の文の＿＿＿に入る最も適当なものを、1.2.3.4.から一つ選びなさい。

あの映画の主人公はまだ子供なのでに、すばらしい＿＿＿を見せてくれた。

(A) 演奏 
(B) 演習 
(C) 演説 
(D) 演技 (Correct Answer)

 

Question No.82 (Question Id - 13)
＿＿＿＿＿に入るものを1.2.3.4. の中から一つを選びなさい。

夫はお金にも、時間にも＿＿＿＿＿で困っている。

(A) ユニーク 

(B) ルーズ (Correct Answer)
 

(C) イケメン 

(D) オーバー 

Question No.83 (Question Id - 81)
1.2.3.4.から正しい答えを一つ選びなさい。

「こしひかり」というのは何のことですか。

(A) 米の一種 (Correct Answer)
 

(B) 魚の一種 

(C) お酒の一種 

(D) 人形の一種 

Question No.84 (Question Id - 50)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. から一つ選びなさい。

今日五月五日の東京地方の最高気温は28度でした。＿＿＿＿これは七月下旬(げじゅん)
なみの

気温です。

(A) ちなみに (Correct Answer)
 

(B) ついでに 

(C) ただし 

(D) それとも 

Question No.85 (Question Id - 8)
下線の言葉の漢字を1,2,3,4の中から一つ選びなさい。

外国人に対してへんけんを持った人はどこの国にもいるようだ。

(A) 遍見 
(B) 偏見 (Correct Answer) 



(C) 編見 
(D) 変見 

Question No.86 (Question Id - 3)
下線の言葉の読み方を1,2,3,4の中から一つ選びなさい。

 率直なご意見を聞かせてください。

(A) そっちょく (Correct Answer) 
(B) そうじき 

(C) すなお 

(D) りっちょく 

Question No.87 (Question Id - 27)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

あの人は、こちらが何度だめだといっても、また頼みに来る。本当に＿＿＿＿ 人だ。

(A) こまかい 

(B) おもたい 

(C) すまない 

(D) しつこい (Correct Answer) 

Question No.88 (Question Id - 30)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

彼はいつも人に借金している。それに、借りた＿＿＿＿返さないのでも有名だ。

(A) が終わりに 

(B) が最後 (Correct Answer) 
(C) が始めに 

(D) が最初 

Question No.89 (Question Id - 75)
節分の際、豆をまきながら日本人がいう言葉を1.2.3.4.の中から一つを選びなさい。

 (A) 鬼は外、福は内

(Correct Answer) 
(B) 冬は外、春は内 

(C) 鬼は外、神は内 

(D) 不幸は外、幸運は内 

Question No.90 (Question Id - 11)
＿＿＿＿＿に入るものを1.2.3.4. の中から一つを選びなさい。  

   結果よりも過程が大事。何事にも＿＿＿＿を尽くす。

(A) ベスト (Correct Answer)
 

(B) リスト 

(C) ヒント 

(D) センス 

Question No.91 (Question Id - 36)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。



朝起きてから家をでるまでが一日のうちで一番＿＿＿＿時間帯だ。

(A) あやしい 

(B) ふさわしい 

(C) せせこましい 

(D) あわただしい (Correct Answer) 

Question No.92 (Question Id - 35)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

きのう有名なスポーツ選手の結婚式が＿＿＿＿とり行われたそうだ。

(A) はなやかに (Correct Answer)
 

(B) あざやかに 

(C) おだやかに 

(D) かろやかに 

Question No.93 (Question Id - 78)
1.2.3.4.の中から夏目漱石の作品を一つ選びなさい。

 (A) ボッコちゃん 

(B) 坊っちゃん (Correct Answer)
 

(C) 伊豆の踊子 

(D) 雪国 

Question No.94 (Question Id - 63)
次の文の＿＿＿に入る最も適当なものを、1.2.3.4.から一つ選びなさい。

中島先生のことは、よく＿＿＿＿おります。

(A) 存じあげて (Correct Answer)
 

(B) ご存じあげて 

(C) お存じあげて 

(D) お知りあげて 

Question No.95 (Question Id - 40)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

彼はシャワーを浴びた＿＿＿＿シャツも洗った。

(A) たびに 

(B) きり 

(C) ついでに (Correct Answer)
 

(D) とおりに 

Question No.96 (Question Id - 59)
＿＿＿＿に入る言葉を1.2.3.4. から一つ選びなさい。

母は私の帰りを＿＿＿＿を長くして待っていると言いました。

(A) 首 (Correct Answer) 
(B) 足 
(C) 目 
(D) 手 



Question No.97 (Question Id - 29)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

私は3年も国へ帰っていないので、早く家族に＿＿＿＿＿。

(A) 会いたくてたまらない (Correct Answer)
 

(B) 会わざるをえない 

(C) 会うものではない

(D) 会うどころではない 

Question No.98 (Question Id - 21)
下の文は、言葉の意味や使い方を説明したものです。その説明に最も合う言葉を

1.2.3.4.から一つ選びなさい。

人の力ではどうにもならない良いことや悪いことが起こること。

(A) 恩 
(B) 円 
(C) 運 (Correct Answer)

 (D) 面 

Question No.99 (Question Id - 34)
＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを1.2.3.4. の中から一つ選びなさい。

忘れていた＿＿＿＿のですが、忙しくてつい返事が遅れてしまって。

(A) ものではない 

(B) はずがない 

(C) わけではない (Correct Answer) 
(D) わけはない 

Question No.100 (Question Id - 14)
＿＿＿＿＿に入るものを1.2.3.4. の中から一つを選びなさい。

送られてきたものは注文したものとは違っていたので、＿＿＿＿の電話をした。

(A) クリーン 
(B) クリーム 

(C) クレーム (Correct Answer)
 

(D) ブレーム 
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