
育達系列 1 創新研發 

九十八學年度四技二專統一入學測驗 

外語群日語類專業(一)試題 

第一部份：字彙測驗 ( 第1 至15 題，每題2 分，合計30 分 ) 

第1 至15 題，每題有A、B、C、D 四個選項，請選出最適當者。 

1. NHK 紅白歌合戦を聞きながら年を越す人がいます。 

    (A) こうばくうたがっせん (B) あかしろうたあいせん 

    (C) こうはくうたがっせん (D) こうはくうたあいせん 

2. 小林さんはよく銭湯に行く。 

    (A) せんとう  (B) せんどう  (C) かねゆ  (D) ぜにゆ 

3. あそこは右折禁止ですか。 

   (A) みぎおりきんし    (B) みぎせつきんし  

   (C) うせつきんし      (D) ゆうせつきんし 

4. 気を付けて、横断歩道を渡って下さい。 

   (A) おうだんほどう    (B) おうたんほどう  

   (C) おうだんほとう    (D) おうたんほとう 

5. 仕事が多いので残業をする。 

   (A) のこりわざ  (B) ざんわざ  (C) さんぎょう  (D) ざんぎょう 

6. あの服は5 割引で買ったのです。 

   (A) わるひき  (B) わりびき  (C) わるびき  (D) わりびぎ 

7. 熱湯で手に火傷をした。 

   (A) ひしょう  (B) やけど  (C) やけと  (D) ひぎず 

8. 飲酒運転は絶対だめだ。 

   (A) いんしゅううんてん  (B) いんしゅうんでん 

   (C) いんしゅううんでん  (D) いんしゅうんてん 

9. 約束したことは、      守ってくださいね。 

    (A) いよいよ  (B) たいたい  (C) けっして  (D) かならず 

10. 彼女は誰に      も親切だ。 

    (A) からも  (B) よって  (C) よると  (D) 対して 

11. 兄は新聞関係の         になった。( journalist ) 

    (A) ジャーナリスト    (B) ジャナリスト 

    (C) ジャルナーリスト  (D) ジャルーリスト 

的 

12. 今週の         はもういっぱいです。( schedule ) 

    (A) スケジュレ (B) スケジュール  (C) スケーデュル  (D) スケデュレ 
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13. 七つ星が         と光っている。 

    (A) びくびく  (B) ひくひく  (C) ひかひか  (D) ぴかぴか的 

14. 教室の後ろでいつも        と話している連中。 

    (A) ひそひそ  (B) ぴちぴち  (C) ひしひし  (D) ぴたぴた的 

15. 台北に来る          、高雄に住んでいた。 

    (A) とき  (B) と  (C) まえ  (D) あと 

第二部份：文法測驗 ( 第16 至35 題，每題2 分，合計40 分 ) 

第16 至35 題，每題有A、B、C、D 四個選項，請選出最適當者。 

16. 今ノートパソコン          ほしいです。 

    (A) へ  (B) で  (C) が  (D) に 

17. 鈴木さんのおくさんは           やさしいです。 

    (A) きれくて  (B) きれいで  (C) きれいと  (D) きれいに 

18. もっと小さく          ください。 

    (A) 切れて  (B) 切って  (C) 切いて  (D) 切んで 

19. 李さんはケーキが          ようです。いつもケーキを買います。 

    (A) 好きだ  (B) 好きに  (C) 好きで  (D) 好きな 

20. きょうはまだなにも         。 

    (A) たべました  (B) たべていません  

    (C) たべないでした  (D) たべていました 

21. さっき電話があったので、もうすぐ来る         です。 

    (A) から  (B) こと  (C) はず  (D) つもり 

的 

22. もう五月         まだ寒いです 

    (A) なのに  (B) だから  (C) とは  (D) では的 

23. 6 時に         、子どものお弁当を         、朝ご飯をたべて、仕事に出 

   かけます。 

    (A) おきて、つくって  (B) おきって、つくって 

    (C) おいて、つくりて  (D) おって、つくりて的 

24. このセーターはサイズが         合います。 

    (A) はっきり  (B) あまり  (C) しっかり  (D) ぴったり的 
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25. 「 失礼ですがお名前は何と         か。」「 鈴木と         。」 

    (A) おっしゃいます、申されます  

    (B) 申します、申します 

    (C) おっしゃいます、おっしゃいます  

    (D) おっしゃいます、申します的 

26. みんなががんばってくれた         、仕事が思ったより早く終わりました。 

    (A) だから  (B) おかげで  (C) けれども  (D) せいで 

27. 冷蔵庫にビールが         。飲みませんか。 

   (A) 冷やしてあります  (B) 冷やしました 

   (C) 冷えます          (D) 冷えておきまし的 

28. ちょっと待ってください、家内ならちょうど         ところですから。 

    (A) 帰ろう  (B) 帰ってある  (C) 帰って  (D) 帰ってきた的 

29. 私たちの気持をわかって         。 

    (A) あげたい  (B) さしあげたい  (C) いただきたい  (D) くださりた的 

30.         も         もバスが込んでいます。 

    (A) 行くて、帰るて  (B) 行き、帰り  

    (C) 行こう、帰ろう  (D) 行って、帰って的 

31. 高校を出たら、大学へ         つもりです。 

    (A) 進学したい  (B) 進学している   

(C) 進学する   (D) 進学しています的 

32. この間、友達と花蓮へ         。 

    (A) 行きます  (B) 行きました  (C) 行きましょう  (D) 行きません的 

33. 天気予報が雨でも雨が         。 

    (A) 降ることがある      (B) 降ったことがある 

    (C) 降らないことにする  (D) 降らないことがある的 

34. 夢が実現できるかどうかは、本人の努力         である。 

    (A) きり  (B) しだい  (C) だらけ  (D) ながら的 

35. 私は、子どものころ、母に何でも         から、きらいな食べ物がない。 

    (A) 食べられた  (B) 食べさせられた  

    (C) 食べさせた  (D) 食べた 

第三部份：閱讀測驗 ( 第36 至50 題，每題2 分，合計30 分 ) 

第36 至50 題，每題有A、B、C、D 四個選項，請選出最適當者。 

▲閱讀下文，回答第36－40 題 
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問題Ⅰ   豆まき 

    節分とは季節の分かれ目のことです。今の日本の暦では2 月3 日が節分で

すが、昔では（① ）冬が終わり、春がやってきたことを示す旧暦の立春の前

日が節分でした。 

    昔は立春を一年の始まりとしていた（② ）、節分は大晦日にあたりまし

た。節分は豆まきで厄を払い翌日からの新しい一年を迎える大切な日だったの

です。節分の豆まきは今でも続けられています。 

 

今年2 月 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 

立春 

6 7 

 

 

36. 次のうち、（① ） に入る語として最も適切なものを選びなさい。 

    (A) 寒く  (B) 大きい  (C) 永く  (D) 長い的 

37. 次のうち、（② ） に入る語として最も適切なものを選びなさい。 

    (A) ので  (B) のに  (C) けど  (D) のは的 

38. 昔ですと、今年の大晦日は何曜日ですか。 

    (A) 月  (B) 火  (C) 水  (D) 木的 

39. 今年の節分は何曜日ですか。 

    (A) 月  (B) 火  (C) 水  (D) 木的 

40. 本文の内容として最も適切なものを選びなさい。 

    (A) 日本では今も大晦日に豆まきをして厄を払います。 

    (B) 今は立春に関係なく2 月3 日に豆まきをします。 

    (C) 冬が終わり、春がやってきたことを祝うのが節分です。 

    (D) 新しい一年の始まりとして節分は大切な日です。 

▲閱讀下文，回答第41－45 題 

問題Ⅱ   家族 

    静香さんにはお兄さん、お姉さんそして妹さんが一人ずついます。前に静

香さん 

から、お姉さんとは本当は血が繫がっていない、という話を聞いたときには、

びっくりしました。私の家と比べると、静香さんの家はとても賑やかで、兄弟

の仲もとてもいいからです。子供の数が減っている日本でこのような六人家族

は（① ）です。 

    最近では遺伝子技術を駆使するDNA 操作やクローン人間の問題に関心が
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寄せられています。静香さんの家族を見ていると、本当に大切なのは、血の繫

がりやDNA の問題ではなく、家族一人一人の間にある感情だ、ということに

気が付きました。 

 

41. 本文の内容について、最も正しいものを一つ選びなさい。 

    (A) お姉さんは養女である。    

(B) 静香さんは五人兄弟である。 

(C) お姉さんはクローン人である。 

(D) お姉さんと静香さんは仲が悪い。的 

42. この文章の筆者は家族で大切なのはどのようなことと述べているか。 

    (A) DNA の問題。     (B) 血の繋がり。 

    (C) 家族同士の感情。  (D) 兄弟の人数。的 

43. 筆者がびっくりしたのはどのようなことか、最も適切なものを選びなさい。 

    (A) 静香さんの家が賑やかなこと。 

    (B) 静香さんの兄弟の仲がいいこと。 

    (C) 静香さんの家族が多いこと。 

    (D) 静香さんとお姉さんは血の繋がりがないこと。的 

44. （① ）に入る語として最も適切なものを選びなさい。 

    (A) めずらしい (B) ふさわしい  (C) おびただしい  (D) こころよい的 

45. 「 私 」の説明として適切なものを選びなさい。 

    (A) 私の家は静香さんの家ほど賑やかではない。 

    (B) 私は静香さんより弟と仲がいい。 

    (C) 私は姉と血が繋がっていない。 

    (D) 私の関心はDNA 操作やクローン人間のできである。 

 

▲閱讀下文，回答第46－50 題 

問題Ⅲ   ファッション 

    かつてファッションの中心といえば、パリであった。芸術の都パリには、

有名デザイナーが数多く集まり、彼らが発表する春秋のコレクションは全世界

のファッションに大きな影響を与えた。フランス人の美的感覚を生かしたファ

ッションを世界中の人々が① 身にまとったのである。 

    しかし、今、ファッションの中心は世界に拡散しつつある。② その最初

の兆候がミニスカートの大流行ではなかったか。これが生まれたのはフランス

ではなく、イギリスであった。また、ここ十年、近代的な都市型生活を反映し

て、ニューヨークファッションが注目されている。現代をもっとも象徴する都
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市で生まれたファッションが、合理性を追求する現代人の要求に（③ ）した

わけだ。 

    そして、最近では東京である。 

 

46. ファッションの中心となった国の移り変わりの順序として正しいものを選 

   びなさい。 

    (A) イギリス → 日本 → アメリカ → フランス 

    (B) フランス → イギリス → アメリカ → 日本 

    (C) アメリカ → フランス → 日本 → イギリス 

    (D) 日本 → フランス → イギリス → アメリカ的 

47. 「① 身にまとった 」の意味として最も適切なものを選びなさい。 

    (A) 味わった  (B) 聞いた  (C) 着た  (D) 見た的 

48. 現代人がファッションに求めているのはどんなことか、最も適切なものを選 

    びなさい。 

    (A) 感受性  (B) 柔軟性  (C) 芸術性  (D) 合理性的 

49. 下線部「② その 」が表すものとして最も適切なものを選びなさい。 

    (A) ファッションの中心の拡散     (B) 春秋のコレクションの発表 

    (C) 全世界のファッションへの影響 (D) 都市型生活の反映的 

50. （③ ）に入る語として、最も適切なものを選びなさい。 

    (A) タッチ   (B) マッチ   (C) ピッチ   (D) キャッチ 
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九十八學年度四技二專統一入學測驗 

外語群日語類專業(一)試題答案 

1.(C) 2.(A) 3.(C) 4.(A) 5.(D) 6.(B) 7.(B) 8.(D) 9.(D) 10.(D) 

11.(A) 12.(B) 13.(D) 14.(A) 15.(C) 16.(C) 17.(B) 18.(B) 19.(D) 20.(B) 

21.(C) 22.(A) 23.(A) 24.(D) 25.(D) 26.(B) 27.(A) 28.(D) 29.(C) 30.(B) 

31.(C) 32.(B) 33.(D) 34.(B) 35.(B) 36.(D) 37.(A) 38.(C) 39.(B) 40.(B) 

41.(A) 42.(C) 43.(D) 44.(A) 45.(A) 46.(B) 47.(C) 48.(D) 49.(A) 50.(B) 

 


