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日 語 測 驗 試 題 樣 例

一、聽力測驗：共 45 題，測驗時間約 35 分鐘。

※ パート A：問答，共 10 題。每題請聽光碟放音機播出一個問句或直述句後，由四個備選答案中選出

一個最適合的回答或回應。

例： （聽） お兄さんは今どこにいますか。

（看） A. 兄は日本語が話せます｡

B. 兄は字を書いています｡

C. 兄は日本にいます｡

D. 兄は子供がいます｡ （正確答案：C）

※ パート B：對話與談話，單題，共 15 題。本部分包括七篇對話與八篇談話，每篇對話與談話後有一

個相關的問題。請聽光碟放音機播出問題後，由四個備選答案中選出一個最適合的答案。

例： （聽）男：いい天気ですね。どうです。テニスをしませんか。

女：ええ、いいわよ。着替えをしてから行くわ。少し待っていてね。

男：うん、じゃ、僕はラケットとボールを借りてきますね。

問：彼らは何をしに行きますか。

（看） A. 買物に行きます。

B. テニスをしに行きます。

C. コンサートに行きます。

D. ハイキングに行きます｡ （正確答案：B）

※ パート C：對話與談話，題組，共 20 題。本部分包括數篇對話與談話，每篇對話與談話後有二至三

個相關的問題。請聽光碟放音機播出問題後，由四個備選答案中選出一個最適合的答案。

例： （聽） 1-2：ファッションコーディネーターが話しています。

人それぞれ肌の色と調和する色があります。自分の肌に似合う色に合わせて

メークすると、見た目が生き生きします。しかし自分の好きな色が似合う色

とは限りません。どうしてもその色を使いたい時はスカートなど顔から遠い

所やアクセサリーなんかに取り入れると自分らしく装えるのです。

1. メークをするとき、どんな色を使えばいいと言っていますか。

2. 顔から遠い所に好きな色を使う理由は何ですか。

（看） 1. A. 自分の好きな色

B. 自分の肌の色に合った色

C. 自分の気持ちをよくする色

D. 目が生き生きするような色 （正確答案： B）

2. A. メークを目立たせるため

B. 自己主張を見せるため

C. 自分らしさを失わないため

D. おしゃれになるため （正確答案：Ｃ）
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二、用法測驗：共 40 題，測驗時間共 25 分鐘。

※ パート A：單句填空，共 30題。每題請由四個備選答案中選出一個最適合的字或詞作答。

例：これはわたし______本です｡

A. が

B. に

C. の

D. を （正確答案：C）

※ パート B：短文填空，共 10 題。本部分包括兩篇文章，每篇各含五個空格。每題請由四個備選答案

中選出一個最適合題意的字或詞作答。

例：

犬を散歩させる時に最も理想的な場所は土、芝生、砂浜にある傾斜地である。ここだ

と肉球を開いて思いっきり走れる (1) に、坂を上る時は後ろ足、下る時は前足が自然に

鍛えられるからである。都会では地方に比べてそうした環境が少ないため、都会の犬は

筋力がつきにくい。 (2) 、階段を歩かせるのは降りる時に腰を痛めてしまうので、避け

るべきである。

実際 (3) 、ある飼い主はコースを平地から河川敷に変え、幅が 7、8ｍある緩やかな草

地の土手を 20 分間上下にジグザグ歩行させた。距離にすると、250ｍ弱だが、以前は 1

時間以上歩いても平気な顔をしていた犬が「もう帰りませんか」と (4) の表情で飼い主に

訴えかけた。しかし、約 1 週間続けると、見違えるほど筋力アップしていたのである。

犬も年を取り、前足や胸の筋力が弱ると、前足がハの字に開いてしまうこともある。

(5) 、お尻から腿の後ろにある足を伸ばす筋力が落ちて、立ち上がりや歩行が困難になっ

てしまい、最悪の場合、寝たきりになることもある。逆に元気なうちからトレーニング

させておくと、最期の時まで歩ける例も少なくないのである。

1. A. 上

B. 末

C. 中

D. 際

2. A. つまり

B. ところで

C. だからといって

D. そういうことだから

3. A. と

B. を

C. で

D. に

4. A. 言わんばかり

B. 言ったもの

C. 言いよう

D. 言おうと

5. A. では

B. また

C. 別に

D. ただし

（正確答案：A、C、D、A、B）
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三、字彙與閱讀測驗：共 40 題，測驗時間共 50 分鐘。

※ パート A：字彙填空，共 10題。每題請由四個備選答案中選出一個最適合的字或詞作答。

例：この仕事が完了するまでの______時間は約 3 時間です｡

A. 所要

B. 需要

C. 所用

D. 需用 （正確答案：A ）

※ パート B：閱讀理解，共 25題。本部分包括數篇短文，每篇短文後有數個相關問題。每題請根據短

文提供的線索，由四個備選答案中選出一個最適合者作答。

例：

旅の楽しみといえば、きれいな風景やおいしい食べ物を思い浮かべるが、ただ

それだけではない。車内や機内で隣に座った人とおしゃべりするのもおもしろ

い。旅先で入った食堂の主人や土産物屋のおばさんと話すのも楽しい。何よりも

そういう人と人とのふれあいがわたしを旅へと駆り立てる。仕事が忙しくて旅に

いけない時は、よく時刻表の旅をする。電車にも乗らず、ホテルにも泊まらな

い、紙の上だけの空想の旅だ。もちろんお金も使わないし安上がりだ。それはそ

れで楽しいことなのだが、やっぱり一つだけ物足りないものがある。だから実際

に旅をするに越したことはない。

1. この文章から、何が分かるか｡

A. この人は時刻表の旅のほうがいいと思っている｡

B. この人は電車や飛行機に乗らない｡

C. この人は旅行が好きだ｡

D. この人はお金がない｡ （正確答案：Ｃ）

2. 時刻表の旅で物足りないものは何か｡

A. お金

B. きれいな風景

C. おいしい食べ物

D. 人と人とのふれあい （正確答案： D）
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※ パート C：篇章結構，共 5 題。本部分包括一篇文章，文章內有六個空格，請由方框內提供的選項

中，選出正確的句子放入文章空格。文章中已標示一句例答供參考。選項中有兩個句子

不會用到。

例：

キラキラネーム

2000年ぐらいから、日本でキラキラネームと呼ばれる名前が増え始めている。 H ほかに

も「七音」、「男」といったものがあり、それぞれ「どれみ」、「あだむ」と読む。なぜこ

のような名前が付けられるのかというと、法律上名前の漢字の読み方は規定されていない

からである。(1) それさえクリアすれば名前は自由に付けていいのである。極端な話、

「一郎」と書いて「マイケル」と読む名前も法的に問題がないのである。

キラキラネームは読み方が奇抜である。(2) このような名前は、覚えてもらいやすい

し、個性的な子に育つだろうと、そういう親の心理があって、子供にキラキラネームを付

けたのかもしれない。しかし子供が親の望む通りに育つとは限らない。将来、自分の名前

と性格や容姿等にギャップが出てくる場合、子供はどう思うだろうか。(3) そのため、

命名するにあたって、法的には問題なくても子供が納得するかどうか熟慮しなければなら

ない。

嘗て名前が元で法的な争いに発展したという事件が起きた。ある男性が自分の息子に

「悪魔」と名付けようとして市役所に出生届を提出したが、受理されなかった。(4) そ

れに腹を立てた男性は、家庭裁判所で裁判を起こした。その結果、家庭裁判所では、市役

所の理由を却下し、受理を認めるべきだという判決を下した。(5) 男性の勝訴に、今度

は市が高等裁判所で裁判を起こした。しかし判決が出る前に男性が名前を変更し、市もそ

れを受理したので、裁判は未決のまま、この事件は終息した。

確かに命名は個人の自由かもしれない。しかし命名する際は権利よりも親としての責任

をおざなりにすることなく、命名してほしいものである。

A. しかし、おしゃれな感じやかわいい印象を与える。

B. 理由は、子供の福祉を害する可能性があり、親権の乱用ということであった。

C. 外国人の名前に対する過剰な憧れを持っている人が多い。

D. また、正確に名前を読んでもらえないことで、子供はいじめられかねないのである。

E. ただし名前には常用漢字か人名用漢字しか使ってはいけないことになっている。

F. 即ち、命名権の乱用で戸籍法違反をしているが、手続き上問題がないということである。

G. その男性は名前の変更を余儀なくされた。

H. たとえば「苺愛」と書いて「べりーあ」と読む名前がそうである。

（正確答案：E、A、D、B、F）



日語口說測驗試題樣例

口說測驗分唸句、翻譯、問答題、申述題與圖片敘述五部分，約 15 分鐘。口試開始時，請先唸自

我介紹的句子 “わたしのなまえは (姓 名) で、じゅけんばんごうは (准考證號碼) 、そしてざせき

ばんごうは (座位號碼) です｡”口試終了時，再重複一遍。

※パー ト I ：唸句，共 5句。請在 45 秒鐘內，依序將試題紙上的五個句子連同題號唸一遍。

例：いちばん：わたしは先生です。

※パート I I：翻譯，共 5句。請在一分鐘內，將試題紙上的五個中文句子依序連同題號翻譯成日文。

例：1. 我是公務員。

いちばん：わたしは です。 (答：いちばん：わたしはこうむいんです。)

※パート III：問答題，共 10 題。題目經由耳機播出，不印在試題紙上。每題只播出一遍，題目播畢後

請立即回答，並於作答時間內儘量表達。第 1-5 題，每題回答時間 15 秒，第 6-10 題，每

題回答時間 30秒。

例：どんな果物がすきですか。

(答：みかんとバナナが好きです。…)

※パート IV：申述題。試題紙上印有一個討論主題。請先利用 1 分 30 秒的時間思考及擬稿，待聽到

錄音提示後，再開始作答。作答時間為 1分 30秒，請於作答時間內儘量表達。

例：ちゃんとした職業に就いていて､男性に頼らずに､自分の意志で子供を育てる

未婚の母がいるようですが､それについてどう思いますか｡ご意見を述べてく

ださい｡

※パート V：圖片敘述。試題紙上印有一張圖片及數個提示問題。請先利用 1 分 30 秒的時間思考及擬

稿，待聽到錄音提示後，再開始作答。作答時間為 1分30秒，請於作答時間內儘量表達。

● これはどこで撮った写真だと思いますか｡みんな何をしていますか。

● あなたはこのような店をどう思いますか｡食べに行きますか｡またそのわけは。

● できるだけ詳しく話してください。




