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日本語日本語日本語日本語 

JAPANESE 

Paper – ll 

Note : This paper contains fifty (50) objective type questions, each question carrying two (2) 

marks. Attempt all the questions.  

 

 この問題紙は 50 の多肢選択式の質問からなっている。各質問は 2 点満点である。 

すべての質問に答えなさい。 

 

 次次次次の文章を読んで（の文章を読んで（の文章を読んで（の文章を読んで（1）～（）～（）～（）～（5）の質問の答えを）の質問の答えを）の質問の答えを）の質問の答えを (A) ～～～～  (D) の中から一つ選びの中から一つ選びの中から一つ選びの中から一つ選びなななな    

さい。さい。さい。さい。 

 

     知らないことを、すなおに知らない、といい、知る努力をすれば、情報の蓄積は 

子供 時代と 同じように、 ぐんぐん増えてゆくだろう。 {1}、「知らない」 とい 

うひとことを言えないために、ほんとうはふえてゆくはずの情報がふえない。むか

しから、{2}というコトワザがある。「しらない」ということばを口にするのは、

恥ずかしいことかもしれないが、しらないくせに知ったようなフリをしているこ

とは、一生知らぬままにすごすことになるというわけだ。 

   むき出しの好奇心にブレーキをかけて、はっきり「知らない」といえず、そして 

(3) それを恥ずかしい、と思うようになるのは、それだけ自我意識が確立した、   

ということにほかならないわけだから、(4) いちがいに、(5) それをわるいことだ、 

とは思わない。 
 

1. (A) だから (B) ところが 

 (C) それでも (D) まして 

 

2. (A) 一を聞いて十を知る (B) 聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥        

 (C) 百聞は一見に如かず (D) 聞くと見るとは大違い 

 

 (3)(3)(3)(3)のそれは何を指すか、一つ選びなさい。 

3. (A) むき出しの好奇心 (B) こうきしんにブレーキをかけること 

 (C) 知らないこと (D) 知らないといえないこと 

 

 「いちがいに」が正しい使われ方をしている文章はどれか。 

4. (A) 僕は いちがいに本をよく読まない。      

 (B) 日本人が いちがいによく働くとは言えない。 

 (C) あの人の名前が いちがいに 思い出せない。       

 (D) このテレビ番組は いちがいにつまらない。 

 

 (5)(5)(5)(5)のそれは何を指すか、一つ選びなさい。 

5. (A) 自我意識 (B) 自我意識が確立したということ。 

 (C) 恥ずかしいと思うこと (D) 「知らない」と言えないこと。 

 

www.a2zSubjects.com

www.a2zSubjects.com

www.a2zSubjects.com
www.a2zSubjects.com


D-45-14 3  Paper–II 

 次の文の下線の言葉はどのような漢字を書きますか。その漢字を次の文の下線の言葉はどのような漢字を書きますか。その漢字を次の文の下線の言葉はどのような漢字を書きますか。その漢字を次の文の下線の言葉はどのような漢字を書きますか。その漢字を (A) ~ (D) の中かの中かの中かの中か 

らららら 一つ選びなさい。一つ選びなさい。一つ選びなさい。一つ選びなさい。 

 

 なぜ、人間の肉体は鉄分なのか(6)(6)(6)(6)かじょうせっしゅに対しては自己を(7)(7)(7)(7)ぼうえい

することができても、水銀やカドミウムに対してはぼうえいできないのか。 

6. (A) 火剰摂取 (B) 過剰摂取 

 (C) 過剰摂鍬 (D) 過剰摂食 

 

7. (A) 防炎 (B) 模衛 

 (C) 貿易 (D) 防衛 

 

 (8) みじゅくれん労働者の場合は、時間当たりの労働賃金をできるだけ高くする。 

8. (A) 未熟練 (B) 未塾練 

 (C) 未熟連 (D) 身塾練 

  

 日本の (9) こせき制度は諸外国に比べ (10) へいさ的といわれて久しい。 

9. (A) 個籍 (B) 功績 

 (C) 戸籍 (D) 戸積 

 

10. (A) 閉差 (B) 弊鎖 

 (C) 閉鎖 (D) 塀鎖 

 

 次の文の下線を付けた言葉は、どのように読みますか。その読み方を次の文の下線を付けた言葉は、どのように読みますか。その読み方を次の文の下線を付けた言葉は、どのように読みますか。その読み方を次の文の下線を付けた言葉は、どのように読みますか。その読み方を (A) ～～～～ (D) のののの 

中中中中  からからからから 一つ選びなさい。一つ選びなさい。一つ選びなさい。一つ選びなさい。 

 相手のチームは強くないが、油断は (11) 禁物だ。 

11. (A) きんもつ (B) きんもの 

 (C) きんぶつ (D) ぎんぶつ 

 

 100ドル札の (12)  偽装紙幣が見つかった。 

12. (A) ぎそ (B) いそう 

 (C) いぞう (D) ぎそう 

 

 (13)  裁縫技術がいかに巧みになっても私たちの (14) 差恥心を効果的に (15) 覆い 

隠す エプロンはいまだにぬい上げられていない。 

13. (A) さぼう (B) さいほ 

 (C) さいぼう (D) さいほう 

 

14. (A) さはじごころ (B) さちこころ 

 (C) さちしん (D) さはじしん 

 

15. (A) おうい (B) そい 

 (C) そうい (D) おおい 
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 ＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを (A) ～～～～ (D) の中から一つ選びなさい。の中から一つ選びなさい。の中から一つ選びなさい。の中から一つ選びなさい。 

 成功した友人の姿を見て、うらやましく思う  (16) 自分が情けなく   (17)   。 

16. (A) と同時に (B) かたわら 

 (C) があげく (D) のに 

 

17. (A) 思った (B) 思えた 

 (C) 思われた (D) 思えなかった 

 

 私は今年の誕生日で二十歳になった。__(18)__もう未成年ではないということだ。 

18. (A) ないしは (B) あるいは 

 (C) それが (D) すなわち 

    

習慣や考え方は人によって異なるもので、自分にとっての常識は他人にとっての非

常識で     (19)    。 

19. (A) ないともかぎらない (B) できなくはない 

 (C) あるともかぎらない (D) ないとかぎられる 

 

 山本さんはある日突然会社をやめて驚かせたが、あの人の性格を考えると、           

理解      (20) 。 

20. (A) しないものだ (B) できなくはない 

 (C) しなくはない (D) できそうもない 

 

 自分の信念を曲げ＿＿＿＿(21)＿＿＿＿    、出席したいと思わない。 

21. (A) ずとも (B) させないで 

 (C) てまで (D) させるくらい  

 

（電話で）木村：（電話で）木村：（電話で）木村：（電話で）木村：「あ、山田先生でいらっしゃいますか。AB出版の木村でございます 

がいまから原稿をいただきに上がってもよろしいでしょうか。」 

       山田：山田：山田：山田：「すみません、まだできていないんです。あと三日    (22)    。」 

22. (A) 待たせていただくことにしましょうか      

 (B) お待ち申し上げております 

 (C) 待っていただくわけにはいきませんか     

 (D) 待っておいでになります 

  

 大手企業は通産省や建設省から新型間接税に対して反対しないよう＿＿＿という。 

23. (A) 先手を取られた (B) 脚光を浴びられた 

 (C) 精と出された (D) 釘を刺された 

 

 いつまでも ＿＿＿ した顔をしていないで、早く機嫌を直しなさい。  

24. (A) ぽかりと (B) ぶすっと 

 (C) ほっと (D) うんと 
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 バスの中で ＿＿＿＿  居眠りをしている人が多い。 

25. (A) びっしり (B) こっくり 

 (C) がっちり (D) ぽっかり 
 

 ジュースの空き缶が、川に ＿＿＿＿ 浮いていた。 

26. (A) ぷかぷか (B) むかむか 

 (C) ふわふわ (D) さらっと 
 

 伊豆は ＿＿＿＿ が穏やかで、暮らしやすい土地だ。 

27. (A) 天候 (B) 気温 

 (C) 気候  (D) 天気 

 

 何度説明を聞いても、納得が  ＿＿＿。 

28. (A) でない (B) あわない 

 (C) こない (D) いかない 
 

 皿洗いの仕事をして手が ＿＿＿＿  しまった。 

29. (A) のびて (B) すりきって 

 (C) すって (D) あれて 

 

 勉強も仕事もせず、毎日遊び歩いているなんて、まったく ＿＿＿ものだ。 

30. (A) あきた (B) あきれた 

 (C) あきらめる (D) あきられた 

 

 あの店は大変 ＿＿＿＿ 的だ。 

31. (A) 良心 (B) 誠心 

 (C) 本心 (D) 感心 

 

 帰りの電車の中で近くの人の会話を聞く ＿＿＿ 聞いていた。 

32. (A) までもなく (B) こともなく 

 (C) ともなしに (D) ものなしに 

 

 今日を ＿＿＿ あの人とは会わないつもりだ。 

33. (A) きっかけに (B) もとに 

 (C) かぎりに (D) べつに 

 

 彼女は涙 ＿＿＿、すべてを語った。 

34. (A) ながらに (B) だらけに 

 (C) まみれに (D) かじりに 

 

 自分の気持ちをすべて彼に ＿＿＿＿。 

35. (A) 説きあけた (B) 伝え渡った 

 (C) 打ち上げた (D) 打ち明けた 
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 次の文の次の文の次の文の次の文の        ＊＿＊＿＊＿＊＿    に入る最もいいものを選びなさい。に入る最もいいものを選びなさい。に入る最もいいものを選びなさい。に入る最もいいものを選びなさい。 

 挨拶    ＊＿  ＿＿＿   ＿＿＿  ＿＿＿ 寄った。 

36. (A) 家に (B) かたがた 

 (C) おじさんの (D) 親戚の 

 

 いとこは田舎に住んでいるので、学校も遠くに ＿＿＿ ＿＊＿ ＿＿＿ ＿  ＿ 

毎日歩いて通っている。 

37. (A) 10 キロ (B) 距離を 

 (C) しかなく (D) からある 

 

 ジョンさんは＿＊＿ ＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿  初級をやらされることになるだ 

ろう。 

38. (A) もう一年 (B) いかんでは 

 (C) 結果 (D) 期末テストの 

 

 ＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを＿＿＿＿＿に入る最も適当なものを (A) ～～～～ (D) の中の中の中の中    から一つ選びなさから一つ選びなさから一つ選びなさから一つ選びなさ い。い。い。い。 
 

  昨年の夏は、世界中 ＿＿＿ 異常な暑さだった。 

39. (A) で (B) に                    

 (C) も (D) が 

 

 騒音のうるさい電車などの中       (40)         会話ができる。うるさいとは思うけれど 

も、相手のいうことは何とか聞き取っている。聞き取れぬ部分は検討をつける。 

40. (A) にも (B) へも 

 (C) でも (D) とも 

 

 留学生Cさんは、卒業 （（（（41））））控え、帰国するか就職して日本にとどまるか、将来  

にかかわる選択だけにずいぶん悩んだ＿＿（＿＿（＿＿（＿＿（42））））＿、＿、＿、＿、この採用試験を受けることに 

した。そして、日本人の大学生も含めて競争率 16 倍という難関＿（（（（43）））） ものとも 

せず、見事合格通知を手にしたのである。 

41. (A) に (B) を 

 (C) と (D) が 

 

42. (A) 末に (B) から 

 (C) ために (D) ので 

 

43. (A) で (B) を 

 (C) と (D) に 

www.a2zSubjects.com

www.a2zSubjects.com

www.a2zSubjects.com
www.a2zSubjects.com


D-45-14 7  Paper–II 

 彼は性格は悪くはないが、人の言うことに耳を貸さない（（（（44））））。 

44. (A) しまつである (B) 習慣がある   

 (C) きらいがある (D) つもりである 

 

 あの子は小さい時はわんぱく小僧で、勉強嫌いだったのに  (45)  のたとえ 通りにな 

ったね。 

45. (A) 損して得取れ (B) 犬も歩けば棒に当たる 

 (C) 緑の下の力持 (D) 良い花は後から 

 

 「大学入試まで、あと半月。（（（（46））））を忘れず頑張ろう。」 

46. (A) 早いが勝ち (B) 千里の道も一歩より起こる 

 (C) 始め半分 (D) 百里を行く者は九十を半ばとす 

 

47.  語学の上達は＿＿＿＿＿ では達成できない。 

 (A) 一喜一憂 (B) 一石二鳥  

 (C) 一朝一夕 (D) 一世一代 

 

 次の表現と同じ意味を持つ最もよいものを次の表現と同じ意味を持つ最もよいものを次の表現と同じ意味を持つ最もよいものを次の表現と同じ意味を持つ最もよいものを (A) ～～～～ (D) の中から一つ選びなさい。の中から一つ選びなさい。の中から一つ選びなさい。の中から一つ選びなさい。 

48.  いい事もあれば、悪い事もある。 

 (A) 一知半解 (B) 一得一失 

 (C) 一進一退 (D) 一期一会 

 

 次の言葉の使い方として最もいいものを次の言葉の使い方として最もいいものを次の言葉の使い方として最もいいものを次の言葉の使い方として最もいいものを (A) ～～～～ (D) の中から一つ選びなさい。の中から一つ選びなさい。の中から一つ選びなさい。の中から一つ選びなさい。 

49.  だるい 

 (A) このケーキはあまりにもだるくてたべられない。      

 (B) 今日は朝からだるいので、気分がいい。 

 (C) 毎日四時間しか寝ていないので体がだるくてたまらない。    

 (D) あの人の性格は私にとってはだるすぎる。 

 

50.  ぞんざい 

 (A) 彼は話し方がぞんざいだ 。  

 (B) わが社のぞんざいに関わる大きな問題である。  

 (C) この本は楽しいので、読むとぞんざいな気持ちがする。        

 (D) 卵をかき混ぜると、徐々に ぞんざいになってしまう。 

___________ 
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