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系 

級 
日本語文學系（進修學士班）三年級 

考試 

時間 
 100 分鐘 

科 

目 
中級日語 

本科 

總分 
 100 分 

※一律作答於答案卷上(題上作答不予計分)；並務必標明題號，依序作答。 

 

一、次の漢字の読み方を平仮名で書きなさい。（2点×10=20％） 

1.田舎 2.鉄格子 3.転覆 4.火傷 5.納期 

6.見事 7.地団駄 8. 間一髪 9.書留 10.大規模  

 

 

二、次の片仮名の意味を中国語で書きなさい。（2点×5=10％） 

1.パワハラ  2.トライアスロン  3.コロナウィルス  

4.アレルギー  5.バーチャル 

 

 

三、次の文章を読んで、最も適切なものをA・B・C・Dから一つ選べ。（2点×5=10

％） 

★選擇題請以如下之每行五題之格式作答於答案卷上，答案請填寫英文字

母。 1.（ ）2.（ ）3.（ ）4.（ ）5.（ ） 

 
心理学者のＪ・ブラディが、二匹のサルを使って実験をした。赤ランプをぴ 

かっ、と光らせて予告したうえで、電気ショックを与える。むろん、二匹ともい

やがる。そこで、Aのサルにはボタンを持たせた。ぴかっ、と光った直後にこのボ

タンを押すと、電気ショックを避けることができる。（ ア ）Bのサルにはボタ

ンを持たせない。ぴかっ、と来ても避けようがなく、電気ショックを受け続ける

ことになった。ところが、実験の結果、先にダウンしたのはショックにさらされ

続けた、Bのサルではなかった。Aのサルは刺激に耐えかねて胃に潰瘍ができ、喀

血して絶命した。（ イ ）赤ランプがつくか、光ったらボタンを押さなければ、

と緊張し続けた結果、神経性の潰瘍を起こしたと考えられる。病気についての情

報が氾濫していても、（ ウ ）が健康にとって大切である。 
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系 
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1、（ ア ）に入るものとして最も適切なものを選べ。 

 

A. そこで  

B. というのも 

  C. したがって 

D. 一方 

 

2、（ イ ）に入るものとして最も適切なものを選べ。 

 

A. いずれ 

B. いつか 

  C. いつでも    

D. いつ 

 

3、文意にもとづけば、（ ウ ）に入るものとして最も適切なものを選べ。 

 

A. 病気の徴候を無視すること  

B. ストレスを減じるように努めること 

  C. ショックに慣れるようにすること    

D. 最も正しい情報を選ぶこと 

 

4、科学者が Aのサルに渡したボタンの機能はなにか。もっとも適切なものを選べ。 

 

 A. 電気ショックを中止する。 

B. 赤いランプを消せる。 

  C. 電気ショックに耐えられるようにする。 

D. Bのサルと区別する。 

 

5、以下のうち、文章の趣旨から最も適切なものを選べ。 

 

A. サルは脳の知能が優れて学習能力が高い。 

B. ストレスが解消されずにいると病気になる。   

C. 動物実験は廃止するべきである。 

  D. 赤いランプの光は放射傷害を与える可能性がある。 
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四、（ ）に入るものとして最も適切なものを、A・B・C・Dから一つ選びなさい。

(2点×15=30％)  

 

1. この前貸してもらった本は面白かったので、（  ）という間に読み終わった。 

（A. 短い B. あっ C. さっさ D. またたく） 

2. 植物の場合には、一年生草本や竹など繁殖したら枯死する品種は別として、加

齢にともなって繁殖能力が（  ）することはありません。 

（A. ぞうちょう B. すいたい C. はかい D.いじ） 

3. 今回の落選の責任が（  ）はさておき、これからは同じ事態を防止するため

に力を合わせましょう。 

（A. 誰にあるのか B. 生じた C.重大なこと D.私自身 ） 

4．娘が容疑者に誘拐されたかもしれない（  ）冷静すぎる。 

（A.ようには B.と思うと C.にしては D.からには ） 

5．昨日夜市へ行ったんだけど、（  ）にびっくりした。 

（A.人が大勢集る B.にぎやかだった C.人の多いところ D.溢れでる活気 ） 

6．チームワークがうまくできなくて、今はまさに「船頭多くして船（  ）に登

る」という状態である。 

（A.山 B.上流 C.坂道 D.岐路 ） 

7．電車に乗ると、猫も（  ）もスマホをいじっているのでうんざりだ。 

（A. いぬ B. こばん C. こども D. しゃくし ） 

8．彼女は死刑宣告を受けた犯罪者のように、真っ青な顔で（  ）医者の話を聞 

いていた。 

（A. うたがって B. きぜつして C. うなだれて D. くすぐって ） 

9．「古池や（  ）飛び込む水の音」は松尾芭蕉の有名な俳句である。 

（A. かえる B. かわず C.からす  D.かすみ ） 

10．去年のマラソン大会では途中で足に痛みが出てしまったが、何とか最後まで

（  ）。 

（A.走りにくい B.走るまい C.走りぬいた D.走ればよかった ） 
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11．今回の洪水は未曽有の異常気象であり、（  ）の科学者もお手上げだった。 

（A. どうりで B. せめて C.まさか  D. さすが ） 

12．どうせやるなら気合を入れて、（  ）勝負してみたい。 

（A. 一かばちか B. ぜろから C. 十中八九 D.ことだし） 

13．準備運動をちゃんとした上で、（  ）。 

（A. 身体が温まる B. プールに入るべきだ C. 水遊びの道具も持ってきた   

D.アキレス腱が伸びた ） 

14．たとえ丁寧に説明したところで、この子が分かる（  ）。 

（A. わけにはいかない B. はずだ C.方だ  D.わけがない ） 

15．叔父が台北にいるうちに（  ）。 

（A. とても嬉しい B. 毎日会社に行っているようだ C. あちこち案内してあ

げたい D. お金がない） 

 

五、次の日本語を中国語に訳しなさい。(5点×3=15％) 

1．盛夏の頃、ビルの掃除で働いていた 70代の男性の姿をしばらく見かけず、ア

パートのようすを見に行ったところ、独り、部屋でなくなっていた。強いいしゅ

うがするのに、りんしつの人はどうして気付かなかったのだろう。ノックしても

反応がない。その部屋の住人もまた「こどくし」していた。日本の首都は、こう

れいしゃの大波にのみ込まれている。 

 

2．「頭のいい子は歩くまでにきまる」といい、昨今の子どもの多くは幼児期から

そうき教育をはじめる。しかし、ていがくねんから習いごとに通ってきた子は、

高校入試の模しなどで思うような結果がだせない。むしろ、幼児期にとことん遊

ばせ、どれだけ「ねっちゅう体験」をさせてきたかが、頭のいい子を育てる最大

のじょうけなのだ。 

 

3.メンダコは、海底のどろの中にいる小さなエビなどがえじきになるため、長い

足でえものをしめあげる必要なない。さらに、真っ暗なしんかいでくらすため、

目くらましのためにスミをはいても意味がない。その結果、足が短い、ユーフォ

―ぽい体形になってしまい、陸に上げるとやわらかい体をささえられずぺしゃん

こにつぶれてしまう。 
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六、中国語を日本語に訳しなさい。(3点×5=15％) 

 

1、沒想到今天有大拍賣，早知道應該帶媽媽一起來的。 

2、前天裝病早退了。之後心裡一直覺得很愧疚。 

3、因為急著趕電車，沒注意到紅燈。 

4、收到訊息不知道怎麼回答，只好已讀不回。 

5、一進教室就被老師問了我遲到的理由。 

 

 

 

 

 


