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系 
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考試 
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科 

目 
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本科 

總分 
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⼀、⼀番よいものを選びなさい。（2 点×30＝60 点） 
1、銀行の前  事故がありました。 

  ア）を   イ）に    ウ）から   エ）で 

 

2、田中さん、これ、台湾の母が     です。食べてみて。  

ア）送ったん  イ）送ってきたん  ウ）送っていったん エ）送ってくださ

ったん 

 

3、新幹線がホームに      。 

  ア）近づきつつあります イ）近づいてあります  ウ）近づき続けます   

エ）近づき出します 

 

4、部屋がうるさいと、         。 

  ア）ほかの所へ勉強に行ってください  イ）勉強しなくてもいいです   

ウ）よく勉強できません  エ）もっと勉強しなければなりません 

 

5、森田先生、土曜日の食事会に       か。 

  ア）来てさしあげましょう  イ）誘ってさしあげましょう   ウ）呼んでさ

しあげましょう   エ）来てくださいません 

 

6、夏に沖縄へ行って体   焼けました。 

  ア）が   イ）を    ウ）に    エ）と 

 

7、あの夫婦は性格が      離婚しました。 

  ア）合わないでので  イ）合わないでから  ウ）合わないで  エ）合わな

くて 

 

8、皆さん、早く校庭の前で      下さい。出発します。 

  ア）集めて   イ）集まって    ウ）集め終わって    エ）集まり終

わって 

 

9、夏休みに関西地方   一周旅行しました。 

  ア）に   イ）を    ウ）で    エ）まで 
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10、義務教育制度は政府    大幅に改められた。 

  ア）に   イ）から   ウ）によって    エ）が 

 
11、弟  図書館から借りた小説はこれです。 
  ア）の  イ）より   ウ）は   エ）に 
 
12、再来週の水曜日までにこの随筆を      。 
  ア）読み続けてください イ）読んでありなさい ウ）読んでいなさい   
エ）読んでおきなさい 
 
13、         踏まれました。 
  ア）私は隣の人に足を イ）私の足は隣の人に ウ）私は隣の人が足を   
エ）隣の人は私に足を 
 
14、「丸子ちゃんの誕生日にこの玩具をあげます。」「そうですか。きっと喜んで遊ん
で      でしょう。」 
  ア）やる  イ）くれる   ウ）あげる   エ）もらう 
 
15、猫が外に     よ。 
  ア）出たいです イ）出したがっています ウ）出たがっています エ）出した
いです 
 
16、この童謡は世界中の子供    愛唱されています。 
  ア）によって   イ）で    ウ）を    エ）から 
 
17、息子は全然勉強しません。私は        。 
  ア）息子を心配させました   イ）息子に心配させました   ウ）息子に心
配させられました    エ）息子に心配されました 
 
18、昨日助手さんに旅行代を     ました。 
  ア）あげ   イ）渡し    ウ）もらい    エ）くれ 
 
19、午後に雪が      。 
  ア）降り終えました  イ）降り止めました   ウ）降り終わりました   
エ）降り止みました 
 
20、あれ、この扇風機、      なくなってしまいました。壊れたのでしょうか。
  ア）動か  イ）動かせ   ウ）動け   エ）動かれ 
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21、      下さい。 
  ア）メロン五つと西瓜三つを  イ）五つメロンと三つ西瓜を   ウ）メロン
を五つと西瓜を三つ    エ）メロンを五つと西瓜三つを 
 
22、「ドアを開けましたか。」「いいえ、      。」 
  ア）ドアが開けていません  イ）ドアを開けていません   ウ）ドアが開け
てありません   エ）ドアを開けてありません 
 
23、小巨蛋では日本演歌のコンサートが開かれているそうです。私をコンサートに誘
って       ました。 

ア）受け  イ）もらい  ウ）あげ  エ）くれ 
 
24、これからももっと      よ。 
  ア）暑くなってきます   イ）暑くなってください   ウ）暑くなっていき
ます   エ）暑くなっています 
 
25、南部の祖父から      よ。 
  ア）電話がかかってきました   イ）電話をかかってきました   ウ）電話
がかけてきました   エ）電話をかけてきました 
 
26、この店にはコーヒーとお茶しかありません。ジュースは        。 
  ア）注文できません    イ）注文できます   ウ）注文されません   
エ）注文されます 
 
27、（先生）みんなさん、宿題の作文を      か。前に出してください。 
  ア）書いていきました イ）書いてきました ウ）書き始めました エ）書き出
しました 
 
28、大学院に      、国内の方がいいですよ。海外だとお金がかかるから。 
  ア）進学したら  イ）進学すれば   ウ）進学すると   エ）進学するな
ら 
 
29、赤ちゃんにそんな甘い物を      いけませんよ。 
  ア）食べられては  イ）食べさせては   ウ）食べてもらっては    
エ）食べさせられては 
 
30、この新聞、     てもいいですか。ちょっと読みたいんです。 

ア）あげ  イ）くれ  ウ）もらっ  エ）与え 
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⼆、（ ）の中の⾔葉を適当な形に換えて、   に⼊れなさい。（2 点×10＝20 点） 
1、金川さんは ① （若い）とき、弁護士になりたかったです。 

 

2、家に ② （帰る）とき、「ただいま」といいます。 

 

3、このドラマがテレビで ③ （放送する）のは、昨日です。 

 

4、健さん、棚の上の荷物を取ってくださいよ。背が高いから ④ （取る）でしょ

う。 

 

5、（学長先生にインタビューをする）学長先生のご趣味について ⑤ （聞いても）

よろしいでしょうか。 

 

6、この建物は変な形を ⑥ （する）ます。 

 

7、お ⑦ （待つ）いたしました。それでは、会議を始めます。 

 

8、先生はよく冗談を言って、みんなを ⑧ （笑う）ます。 

 

9、食事が大嫌いで、毎日子供に ⑨ （泣く）、とても辛いです。 

 

10、子供は元気が ⑩ （ない）過ぎます。応援してやりましょう。 

 

三、次の問いに中国語か⽇本語で答えなさい。（20 点） 
1、「犬が死にます。」と「犬が死にました。」と「犬が死んでいます。」との相違点に
ついて説明しなさい。（6 点） 
 
2、「姉と妹のプレゼントを買いました。」は二通りに解釈できるが、それぞれの意味、
またはその意味における文の構造を説明しなさい。（4点） 

 
3、「西瓜は冷蔵庫に入れてあります。」と「西瓜は冷蔵庫に入っています。」と「西瓜
は冷蔵庫に入れられています。」との相違点を説明しなさい。（6 点） 
 
4、「昨日台湾海峡で泳ぎました。」と「昨日台湾海峡を泳ぎました。」との相違点を指
摘しなさい。（4 点） 
 
 


