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類科：外語導遊人員
科 目：外國語（日語）
考試時間：1 小時20 分

95 年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題

座號：

※ 注意：本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
本科目共80 題，每題1.25 分，須用2Ｂ鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不
予計分。禁止使用電子計算器。
1 皆さま、長旅お疲れさまでした。今晩はごゆっくり休んでください。
ながたび ながだび ちょうたび ちょうだび
2 皆さま、おはようございます。これから、台北故宮博物院（ ）向います。 を で に 
が
3 昼食は、本場の鼎泰豊の小籠包の予定ですが。 ほんば もとじょう もとば ほんじょう
4 出発は、1時ですので、それ（）バスに戻ってください。 に でも まで までに
5 よかった。会議の前に根回しをしておいたので、皆さんが私に賛成して（ ） 。くれた あ
げた もらった いただいた
6 おはようございます。これから皆さま（ ）中正記念堂へご案内致します。 に にも を 
が
7 部屋を（ ）とき、テレビを消してください。 出る 出た 出ている 出ていた
8 きょう、飛行機が遅れたので、会議（ ）1 時間ほど遅れると課長に伝えてください。 が 
を で に
9 「ホスピタリティ精神」（）言葉を知っていますか。 という との のいう がいう
10 お荷物は、ベルマンに運んで（）ますから、ドアの外に出してください。 くれ もらい 
あげ やり
11 ゴミを捨てたいときは、フロント（ ）お電話ください。内線の1010 です。 まで までに 
にまで までは
12 皆さま、荷物をまとめて（）ください。取りに行きますから。 みて おいて きて い
って
13 ドアに部屋番号が書いて（）から、よく確認してから入ってください。 います いました 
あります ありました
14 お母さん、そんな話、何回も聞いたよ。もう（）だ。 うんざり ほどほど へとへと 
すっかり
15 これ、おいしそう。じゃ、（）か。 食べる 食べた 食べない 食べてみよう
16 客：すみません、煙草を吸いますから、（）席をお願いします。 きんえん きつえん 
あんない あい
17 店員：ただ今満席でして、どちらも（）おりません。 あいて あけて ついて つけて
18 客：満席か、困ったな！ちょっと急ぐんですから、（）なりませんか。 何とも 何とか 
何でも 何なりと
19 店員：お会計は（）でもよろしいですよ。 クレジットカード ク−レジットカード クレ
−ジットカード クレジーットカード
20 会計：お支払いは、ご一緒でよろしいでしょうか。 客：（ ）してください。 べつに べ
つべつに 分けに かけに
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21 客：すみません、ランチにはコーヒーが出ますか。 店員：はい、（ ） 。ついてあります 
つけてあります ついております つけております
22 店員：当店では、飲み物はミネラルウォーター（）となっております。 のみ ほど ほ
か しか
23 店員：全部で2100 円となります。5000円（）いたします。 お預け お預かり お会計 
お確かめ
24 客：すみません、もう1 時間もコーヒーを（）んですけど。 待つ 待った 待っていた 
待っている
25 （ ）で山頂まで登れますので、お年寄りの方でも大丈夫です。 ロープウィエ ロープウ
ェイ ロプーウィエ ロプーウェイ
26 これ、今がしゅんですので、おいしいですよ。ぜひお土産にどうぞ。 春 瞬 旬 純
27 皆様のおいしい笑顔に励まされ、当店の商品が（ ）多彩になりました。 こんなに そん
なに あんなに どんなに
28 当店の素材を厳選した本格派の味、「特製牛肉麺」はきっと（）と思 います。 ご満足なさ
る ご満足くださる ご満足させていただく ご満足いただける
29 小さい店ですが、どうぞ()遊びに来てください。 気軽に 手軽に 気持ちよく 気安く
30 これは値段も手頃ですし、台湾みやげがほしい人には、ぴったりです。 てけい てきょう 
てころ てごろ
31 国父記念館で、外国の絵が展示される（）もよくある。 こと の もの ところ
32 四月から四週間（）、台湾の内湾へ行けば蛍が星のように輝き飛びかうのが見られる。 いた
るまで にわたって にしては にかけて
33 この店は静かでいいですね。（）と落ち着いた雰囲気が好きです。 のんびり なんなり 
にんみり にんまり
34 この町は漁村（）知られていましたが、現在は旅行のスポットに生まれ変わりました。をし
て にして として がして
35 中華料理はグループで行ったほうがいい。たくさんの味が（ ）からね。 楽しめる 楽しい
楽しむ 楽しまれる
36 店員：宿泊料金ですが、（）が一万二千円で、ツインが一万六千円となっております。シー
ングル シングル シングール シングルー
37 店員：（）本日は満室でございます。 実に おかげさまで あいにく 確かに
38 店員：申し訳ございませんが、当店では、ペット連れをお断り（ ） 。しております して
おられます になります ください
39 客：すみません、税込みですか。 店員：いいえ、税別です。サービス料と消費税が別途にな
ります。 べつと べっと べつとう べっどう
40 客：すみません、（）は、何時までですか。 チェックアウト チェックアウド チェッ
クアント チェックアンド
41 客：お正月の期間中は、休日料金になりますか。 きょうにち きょうじつ きゅうにち 
きゅうじつ
42 客：宿泊料には朝食が（）か。 含まれています 含みます 含ませます 含めます
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43 お客さま、領収書の宛名は、こちらでよろしいでしょうか。 りょうしゅうしょう り
ょうしゅうしょ りょうしょうしょう りょうしょうしょ
44 ガイド：きょうの夕食は、いくら食べても大丈夫ですよ。（ ）ですから。 フルコース 
ディナー ブランチ たべほうだい
45 あの子は、頭がいいね。まだ子供（ ）いえ、何でもよく分かる。 にも とも とは
では
46 よくわからないけど、きょうは、風邪の（ ）か、どうも体がだるいんだ。 ぎみ せ
い よう そう
47 まず電車とバス（ ）乗り継いで東京に出たほうが簡単だよ。 を に で は
48 A：歴史の本をちょっと読みたい。どれがいいかな。 B：（ ）、これがいいよ。 読む
と 読んだら 読めば 読むなら
49 法律（ ）未成年者の運転は、禁じられています。 にとって にとして によって 
について
50 旅行先は、（）すぐご連絡いたします。 決まったら 決まって 決まると 決まる
なら
51 下宿人：すみません、ストーブが壊れているんですけど…。 大 家：あなたが（）でしょ
う。 壊れていた 壊していた 壊れた 壊した
52 A：今朝、帰りに『旅行ガイド』を買って（）と母に言われた。 B：じゃ、お母さんは、
旅行に行くんだ。 きてくださる くださる きてくれ きてくれる
53 お土産店へ行くと、たくさん（ ）のがいやです。 買う 買わされる 買われる 買
られる
54 良い添乗員やガイドになるため（）、どのような努力が必要だと思いますか。 では 
のは には かは
55 これ、本当にきれいね。竹で作ったとは（）ほど美しい。 思う 思わない 思える 
思えない
56 これは秘密ですから、聞かなかったこと（）してくださいよ。 を に も へ
57 悔しい！個人旅行でなく、ツアー旅行で（）よかったのに。 行けば 行くから 行
ったので 行くと
58 きのう、最悪だった！雨もひどく、（ ）バスもなかなか来なかったのよ。 そこに 
それなのに おかけに おまけに
59 誰でも年を取っていくのだと（）と、さびしいものである。 思う 思える 思わせ
る 思わされる
60 ここ1 ヶ月、主人は休日（）かかわらず毎日出社するんです。 には にも でも 
では
61 おいしい（ ）といって、食べ過ぎではいけないのよ。 から ので だから なの
で
62 A：ガイドの仕事って、楽しいでしょう。 B：楽しい（ ）か、大変なのよ。 ところ 
どころ こと もの
63 花蓮の太魯閣のVCD がございますので、後ほど皆さまに（ ） 。お目にかけます お目
にかかります お伺いします ご覧ください
64 親ばかかもしれないけど、うちの子に限ってそんなことを（）がない。 せず すべき 
するの するはず
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65 もうすぐ試験だから、毎日深夜まで勉強（）を得ない。 せざる せず せぬ すること
66 天気予報によると、台風が恒春半島から上陸する（）があるそうだ。 危険 考え おそれ
注意
67 A：こんな物、1200 円（ ）するの？ B：そうよ。 を も で が
68 うちの息子がなかなか嫁を（）くれないから、本当に困ったもんだ。 やって あげて 
もらって いただいて
69 母が（ ）お弁当が懐かしいなあ！また食べたいね。 作ってやった 作ってあげた 作っ
てもらった 作ってくれた
70 A：いつかまたお会いしたいですね。 B：（ ）いいですよ。 いつかへ いつかは いつ
でも いつにも
閲讀文Ⅰ「スローな気持をこめて」 新製品の商談で、海外出張中のこと。私はホテルの近くを散
歩して、絵葉書を探して買った。妻によれば、息子の幼稚園友だちの間で、最近、国旗の柄とか、
世界の都市の名前を覚えることが流行っている（ 71 ）。…略。 さて、妻に対しては、葉書に何
を書いたものだろう。 …そうだな。よく考えたら、プライベート（ 72 ） の海外は、新婚旅行
の一回（ 73 ）。共働きでずっと忙しかったからな。この正月休みも（ 74 ）用事が入ってしま
った。そこで…。『暖かくなったら、休みを合わせてちょっとのんびりしよう。三月は君の誕生
日もあるから。いつもありがとう』（ 75 ）が、こう書いてみた。 （朝日新聞、2006.02.08.より）
71 のだ はずだ らしい べきだ
72 で に へ か
73 まで きり ほど ぐらい
74 ダラダラ バラバラ ゴロゴロ バタバタ
75 ありがたい うれしい 照れくさい 慌しい
閲讀文Ⅱ
拝啓
お元気でいらっしゃいますか。 日本（ 76 ） 本当にお世話になり、ありがとうございました。
日本での二年は、とても速く過ぎました。日本へ行ったばかりのとき、分からないことや慣れな
いことが多くて、皆様にご迷惑を（ 77） ましたが、本当に親切にしていただきました。おかげ
さまで、楽しく仕事ができました。 ミュンヘンでは日本での経験を（ 78）、新しい仕事にチャ
レンジしたいと思っております。 こちら（ 79 ）有名な美術館や古いお城があります。ぜひ一度
（ 80）。 森さんがお好きなビールをご用意してお待ちしております。ではまた…略。 （『大家
的日本語−進階Ⅱ』ｐ141〔お礼の手紙〕より）
76 には では は に
77 おかけ願い おかけになり おかけし おかけいただき
78 生かして 生んで 生きて 生けて
79 には へ へは で
80 参ります お邪魔させていただきます お伺い致します いらっしゃってください

