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前 　 言

«高等院校日语专业四级考试１０年真题与详解(第三版)»是针对大学日语专业的学生

所编写的日语专业四级考试复习和参考用书.为了帮助广大日语专业的学生顺利通过日语

专业四级考试,本书精心汇编了最近十年的考试真题,并对真题进行了透彻的解析.通过对

本书的学习,考生能够对考试的题型与内容有更清晰的认识和了解,并更好地把握考试的动

向,在复习、备考的过程中更加有针对性.本书的第一版于２０１５年出版,这次出版的是第三

版,每次改版我们都会收录最近几年的考试真题,以替换掉年份最老的几回真题.
本书的内容及特色如下.

　　本书包含２０１０―２０１９年的大学日语专业四级考试真题,并对每一年的真题

进行了详细的、拓展性的解析.

○听解

听解部分的解析附有完整的听力原文.除了指出正确答案之外,还指出了对

做题起决定性作用的关键句.同时,对解题的思路进行了分析,并对听力原文中

的重点、难点词汇进行了解释.

○文字词汇语法

文字词汇语法部分的解析包含对所有题目的翻译以及对正确选项及各

个错误选项的详细解释和说明.读音部分的解析补充了很多所考查单词包含的

常用的音读、训读,以及读音类似的单词.词汇、语法部分的解析通过例句对重点

词汇、句型的用法进行了说明.

○读解

读解部分对所有文章进行了全文翻译,以加深考生对文章的理解.对每道题

目的解题思路进行了分析,教考生通过对上下文的分析去选择正确的答案.

○完成句子

完成句子部分提供了２个左右最符合原句条理、用法最典型的句子.解析包

含句子的翻译、重点句型的解释,以及解题思路及方法的指导.

○作文

本书为每一年的作文题目提供了一篇范文,供考生参考.

本书不仅对四级考试的十年真题进行了详细的分析,而且对解题方法、解题思路进行了

专业的点拨与指导.希望本书能帮助日语专业的学生顺利通过日语专业四级考试.

２０２０年８月

新世界教育

樱花国际日语图书事业部
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大学日语专业四级考试简介

一、考试题型及考试时间安排

卷 别 序 号 题 号 各部分名称 题 数 计 分 考试时间

第一部分

一 １~２０ 听力理解A、B ２０ ２０

二 ２１~３０ 文 字 １０ １０

三 ３１~４５ 词 汇 １５ １５

四 ４６~６０ 语 法 １５ １５

五 ６１~７０ 完形填空 １０ １０

六 ７１~８５ 阅读理解一、二 １５ １５

３０分钟

７０分钟

第二部分
七 ８６~９５ 完成句子 １０ １０

八 ９６ 作 文 １ １５
６０分钟

合 计 ９６ １１０ １６０分钟

二、考试各题型的具体内容介绍
(一)听力

１．教材大纲以及四级考试大纲所要求的听解能力

(１)能听懂所用教材或者与所用教材同等水平的录音资料.
(２)能听懂讲普通话的日本人以正常语速进行的一般性演讲、报告内容的６５％.另外,能

理解包括说话人的语气和态度在内的讲话内容的７５％.
(３)听一遍用每分钟２４０~２６０字的语速朗读新出单词在１０％以下的听力资料后,能把握

其主要内容、故事情节等的７５％.
(４)能理解中国国际广播电台对日播放的新闻、文化介绍等节目内容的６５％以上.

２．出题形式和出题内容

(１)出题形式

听力部分共２０道题,分为听解A和听解B.听解A有１５~１８道题,听解B有２~５道题.
考试时间为３０分钟.各个小题之间有１０秒钟的停顿时间,用来选择答案.
听解A:这一部分以男女两人的对话为主,对话内容一般在１５句以下.语速为每分钟

２４０~２６０字左右.题材以日常生活为主,涉及衣食住行、家庭生活、校园生活、
学习、工作等,范围较广.

听解B:以单个人的演讲、报告或说明为主.大约为１０句话左右.语速为每分钟２４０~２６０
字左右.内容多与日常生活相关,分为具体内容和抽象内容.具体内容涉及人

物介绍、行为安排等.抽象内容涉及对某一事件的概括、意见、感想等.
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(２)出题内容

a　关于人物(誰か·外見·何をしたかなど)

b 关于数字(時間·お金など)

c 关于方位(方角·位置など)

d 关于事物(ものの形·状態など)

e 关于主题(話題のテーマ·相違点·共通点·意見など)

f 关于信息(問題点·結論など)

g 关于推理(これからどうなるか·予想など)
在以上的出题内容中,把握时间、地点、人物、事件是关键.

(二)文字

１．考试要求

能写出«基础阶段教学大纲»词汇表中所规定的汉字的读音以及根据读音写出相应的汉

字.掌握常用日语汉字的音读、训读以及特殊读音.

２．出题形式和出题内容

文字部分的出题包括根据汉字选择正确的读音,以及根据读音选择正确的汉字,共１０道

题目.

(三)词汇

１．教材大纲以及四级考试大纲所要求掌握的词汇范围

教学大纲以及四级考试大纲里总共包含了约５５００个词汇.其中,一年级阶段应该掌握约

３２００个词汇,二年级阶段应该掌握约２３００个词汇.这些词汇中,汉语词汇占４４．８９％,和语词

汇占４８．６６％.另外,还包括一些外来语词汇.

２．出题形式和出题内容

词汇部分共１５道题目,包括考查某个单词的用法,也包括对固定搭配、惯用表达以及日

常用语等的考查.

(四)语法

１．考试要求

四级考试大纲中对语法部分的要求涵盖了«基础阶段教学大纲»中所规定的语法知识,
主要包括助词和句型的用法.教学大纲及四级考试大纲里明确要求掌握的句型有

２４６个.

２．出题形式和出题内容

语法部分共１５道题,包括对助词、助词的叠用以及语法句型的考查.其中,约有一半左右

的题目是与助词相关的.要求不仅掌握助词的基本用法,还要掌握其在句子中的灵活运用.

(五)完形填空

１．考试要求

(１)能读懂日语文章,正确理解文章的结构和主旨大意.
(２)能根据上下文的语境进行分析,选择正确的形式将文章补充完整.
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２．出题形式和出题内容

这部分一般是一篇１２００字左右的文章,有１０道左右的题目.指示代词和接续词几乎是每

年必考的项目.文章题材很广,包括社会、文化、文学作品等,新闻社论等也是常考的题材.

(六)阅读理解

１．考试要求

(１)能读懂日语文章,正确把握文章的主旨大意.
(２)能正确理解文章的细节.
(３)能根据文章得出自己的判断和推论.
(４)正确理解和把握文章内在的逻辑关系.

２．出题形式和出题内容

阅读部分分为阅读理解一和阅读理解二.
阅读理解一:一般有两篇文章,共５道题目.
阅读理解二:一篇１５００字左右的长文,共１０道题目.
文章题材广泛,涉及社会、文化、文学作品等.

(七)完成句子

１．考试要求

这部分是要求根据句子前半句的内容,补充填写后半句,考查对前半句出现的语法句型

等的掌握,属于主观题型.要求文字内容完整、恰当,并且语法正确.

２．出题形式和出题内容

这部分共１０道题,每道小题均为未完成的句子.

(八)作文

１．教材大纲以及四级考试大纲所要求的作文能力

大纲要求大学二年级根据所学的知识,写出３５０~４００字左右的文章.要求书写格式正

确,语法无错误,文章通顺.

２．出题形式和出题内容

作文题目类型比较丰富,有些题目适合写叙事性的文章,如写自己的某些经历,或者与

自己相关的情况.有些题目适合写议论性的文章,如对某个事物的认识和看法等.
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大学日本語専攻生四級能力試験問題(２０１９年)

(試験時間： １６０分)
注意：解答はすべて解答用紙に書きなさい。

第一部分

一、 聴解(１×２０＝２０点)
　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　

二、 次の文の下線をつけた単語の正しい読み方や漢字を、 後のA、B、C、Dから一つ選

びなさい。 (１×１０＝１０点)

２１．メンバーのうちの一人が欠けても、 試合には出場ができない。

Ａ　さけ Ｂ　よけ Ｃ　かけ Ｄ　ぬけ

２２．明日の天気は、 晴れ後曇りとなるでしょう。

Ａ　あと Ｂ　のち Ｃ　ご Ｄ　うしろ

２３．この地方を治めたのは、 民主党出身の政治家だった。

Ａ　おさめ Ｂ　からめ Ｃ　しずめ Ｄ　すすめ

２４．雨がやむのを軒下で待っていた。

Ａ　けんしも Ｂ　けんした Ｃ　のきしも Ｄ　のきした

２５．地震の場合は直ちに机の下に入ってください。

Ａ　たたち Ｂ　たちまち Ｃ　ただち Ｄ　ちょくち

２６．いつまでも親にたよっていては、 困ります。

Ａ　頼っ Ｂ　依っ Ｃ　通っ Ｄ　因っ

２７．野原にねころんでそらを見上げると、 白い雲が浮かんでいた。

Ａ　猫転ん Ｂ　寝転ん Ｃ　寝込ん Ｄ　根込ん

２８．試合に負けた原因はゆだんしていたことにある。

Ａ　油段 Ｂ　油断 Ｃ　由段 Ｄ　由断

２９．この人形の目は、 ガラスのたまでできている。

Ａ　丸 Ｂ　球 Ｃ　弾 Ｄ　玉

３０．家を建てるには、 三千万円がいるといわれた。

Ａ　入る Ｂ　射る Ｃ　要る Ｄ　居る
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三、 次の文の　　　　に入れるのに最も適当な言葉を後のA、B、C、Dから一つ選びな

さい。 (１×１５＝１５点)

３１．あんないわゆる　　　　程度のことは、 誰でも知っている。

Ａ　意識 Ｂ　常識 Ｃ　知識 Ｄ　認識

３２．債務者に支払う気持ちを起こさせるには心理的に　　　　をかけることが必要だ。

Ａ　圧縮 Ｂ　圧制 Ｃ　圧力 Ｄ　圧迫

３３．高齢化が急速に進んでいくという事実を　　　　はならない。

Ａ　見逃して Ｂ　見守って Ｃ　見忘れて Ｄ　見渡して

３４．目覚ましい復興は国民の勤勉に　　　　所が多い。

Ａ　担ぐ Ｂ　担う Ｃ　持つ Ｄ　負う

３５．忘れられないのは、 リーダーとしての彼が　　　　決断力の素晴らしさである。

Ａ　持つ Ｂ　為す Ｃ　取る Ｄ　問う

３６．友人の家の中には百年前の彫刻品が　　　　ている。

Ａ　交わされ Ｂ　構われ Ｃ　叶われ Ｄ　飾られ

３７．運行最終日に大勢の鉄道ファンがカメラを手に、 　　　　を惜しんだ。

Ａ　過去 Ｂ　終始 Ｃ　名残 Ｄ　未来

３８．あの人は　　　　大勢の人々の前で三時間も喋った。

Ａ　なぜ Ｂ　なに Ｃ　なんか Ｄ　なんと

３９．これで豪邸なんて　　　　。

Ａ　しかたがない Ｂ　とてもじゃない

Ｃ　とんでもない Ｄ　わけもない

４０．頭を　　　　新しい視点から卒業論文の作成に取り組みましょう。

A　入れ替えて Ｂ　切り替えて Ｃ　取り替えて Ｄ　引き換えて

４１．寝不足の時や食事の後、 授業中でもしつこく襲ってくる眠気を　　　　したい。

Ａ　どうにか Ｂ　どうにも Ｃ　なんでも Ｄ　なんなり

４２．彼は毎朝剣道や体操をしていて、 本当に　　　　人だ。

Ａ　へいきな Ｂ　のんきな Ｃ　たんきな Ｄ　げんきな

４３．　　　　君の言うことが事実だとしても弁解にはならない。

Ａ　仮に Ｂ　殊に Ｃ　誠に Ｄ　正に

４４．私の家に新型の　　　　が入って、 とても見やすいです。

Ａ　テープ Ｂ　デザイン Ｃ　テレビ Ｄ　テンポ

４５．あの島は夏になると台風　　　　で、 自然との悪戦苦闘の毎日だ。

Ａ　シーツ Ｂ　シーズン Ｃ　スカート Ｄ　スキー
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四、 次の文の　　　　に入れるのに最も適当なものを後のA、B、C、Dから一つ選びな

さい。 (１×１５＝１５点)

４６．子供時代、 よく友達と家の近くにある川　　　　泳いだものだ。

Ａ　で Ｂ　に Ｃ　へ Ｄ　を

４７．彼は日本に１０年住んでいるんですって？それなら日本語がうまい　　　　ですね。

Ａ　こと Ｂ　はず Ｃ　もの Ｄ　わけ

４８．どちらも去年短大を出て勤めはじめた　　　　で、 仲良しだった。

Ａ　ばかり Ｂ　とたん Ｃ　ところ Ｄ　つもり

４９．夫： 結婚式は３月の末だったなあ。

妻： そうよ。 　　　　は桜が満開だったわ。

Ａ　かの時 Ｂ　この時 Ｃ　その時 Ｄ　あの時

５０．スーツを一着買った　　　　、 基金に５万円寄付した。

Ａ　つもりで Ｂ　つもりに Ｃ　ところで Ｄ　ところに

５１．林さんに電話をかけようとした　　　　、 その林さんから電話がかかってきた。

Ａ　ところが Ｂ　ところで Ｃ　ところに Ｄ　ところを

５２．甲： 来週中国に行きます。

乙： 中国に　　　　お茶を買ってきてください。

Ａ　行くと Ｂ　行くなら Ｃ　行けば Ｄ　行くなり

５３．先生との関係が絶えるのは私　　　　大いな苦痛であった。

Ａ　に対して Ｂ　につれて Ｃ　にとって Ｄ　に伴って

５４．私の経験　　　　、 これは決して最初から騙すのではありません。

Ａ　によったら Ｂ　によって Ｃ　によるなら Ｄ　によると

５５．渡辺裕香·子育て支援課長は２７日、 すぐ通報す　　　　が、 思いが至らなかったと
釈明した。

Ａ　べきだ Ｂ　べきだった Ｃ　ものだ Ｄ　ものだった

５６．田中君が忙しそうですから、 手伝って　　　　ください。

Ａ　もらって Ｂ　いただいて Ｃ　くれて Ｄ　あげて

５７．甲： すみません。 ここに英語の本　 ① 　あったと思うんですが…。

乙： どんな本ですか。

甲： その本　 ②　 青い表紙で分厚いものです。

Ａ　①は/②が Ｂ　①が/②が Ｃ　①は/②は Ｄ　①が/②は

５８．太郎がやって　 ① 　時は、 店の二階の仕事部屋にはすでに会食の用意が　 ②　。

Ａ　①来る/②整っている Ｂ　①来た/②整う

Ｃ　①来た/②整っていた Ｄ　①来る/②整う

５９．先生、 お荷物を　　　　ましょうか。

Ａ　持ってあげ Ｂ　お持ちいたし

Ｃ　持ってさしあげ Ｄ　お持ちなさい
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６０．新しいワンピースを買われたんですか。 よくお似合い　　　　ね。

Ａ　でいらっしゃいます Ｂ　になさっています

Ｃ　していらっしゃいます Ｄ　なさっています

五、 次の文章の(　　　　)に入る最も適当な言葉を、 後のA、B、C、Dから一つ選びな

さい。 (１×１０＝１０点)

　２００７年の全国科学意識調査によると、 科学技術が発展していくことに対して期待を

感じる人は５４％、 不安を感じる人は３７％だった。 科学と技術は表裏一体であり、 技術立

国においては産業の栄養と筋力である。５４％という期待は、 (　　６１　　)自然なものだ

ろう。 (　　６２　　)同じ調査で、 ２０年後を考えたとき、 日本の科学技術は世界をリー

ドしていると思いますかという質問に対する回答からは、 その期待が消えている。 リ
ードしている…３３％、 そうは思わない…５６％。 この屈折した反応の背景にあるの

は、 戦後日本における技術と産業の関係、 (　　６３　　)近年における産業構造の問題で

はないかと思われる。

　戦争により多くの人材と工業施設を失い、 疲弊していた日本は、 安い労働力に依存す

る労働集約型産業からスタートしている。 しかし(　　６４　　)６０年前の１９４７年、 本田技

術研究所がエンジン付き自転車の第一号を生み出したように、 まもなく工業力を飯の種

とする道を歩み出した。 日本が戦前の技術力工業力を取りもどしはじめるのは、 朝鮮戦

争特需とサンフランシスコ講和条約調印以降の、５０年代中期からだ。 (　　６５　　)社会

は、 高度経済成長期と呼ばれる時代に足を踏み入れてゆく。 カメラ、 家電製品、 自動車

などの産業が、 急速に拡大されていった時期である。 (　　６６　　)、 欧米先進国に比べ

れば技術的には後発の分野であっただけに、 世界の目線に立てばカメラはライカ、 家電

製品はフィリップス、 車はフォードやＧＭで、 日本国内でも“舶来品”優位だった。

　状況に変化があらわれるのは、 東京オリンピック前夜である。 黒部ダムや名神高速道

路の完成、 YS１１の初飛行や東海道新幹線の開通に、 日本人は日本の技術力に自信を持ち

はじめた。 (　　６７　　)オリンピックを機に日本の技術は世界各国で高く評価され、 そ

のフィードバックが日本の産業に加速度を与えた。 同時に欧米からの導入ではない、 自

主技術や自主開発が重視されるようになってゆく。 それは労働集約型産業から、 頭脳と

アイデアで勝負する知識集約型産業への移行という、 構造転換のはじまりだった。

(　　６８　　)MadeinJapanは高品質の代名詞となり、 技術立国の道を歩み出した。 そ

して９０年代にはいると、IT分野へとシフト(注１)をはじめた。I チップ(注２)やソフトウェ

アの開発は典型的な知識集約型であり、 教育水準の高い日本には適した産業とみなされ

たのだ。

　しかし、 いつのまにか半導体チップの製造もソフトウェアの開発もアジアの国々へと

移り、 他の工業製品の製造も合流して国外へと出ていった。 国内に残ったのは、 自動車

や鉄鋼のような技術的にはすでに成熟しきった産業ばかりである。 (　　６９　　)、 新産

業創出につながる技術·研究開発もはかばかしく(注３)なく、 未来を拓く科学技術創造立国

の看板がぐらついて(注４)いる。 (　　７０　　)現在の状況である。 調査結果に出た、２０年
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後の日本の科学技術に対する期待の薄さは、 国民がその状況を感じとっているからだ

ろう。

(株式会社自由国民社現代用語の基礎知識２００８より、 削除あり)
注１： シフト/状態や体制などを移行すること。

注２： I チップ/半導体の小片の上に集積回路を作り込んだもの。

注３： はかばかしい/順調に進むさま。

注４： ぐらつく/不安定に動く。

６１．Ａ　いちおう Ｂ　おそらく Ｃ　きわめて Ｄ　だいたい

６２．Ａ　しかし Ｂ　そして Ｃ　だから Ｄ　ただし

６３．Ａ　しかし Ｂ　そして Ｃ　まさか Ｄ　やがて

６４．Ａ　いまだに Ｂ　ちょうど Ｃ　ところが Ｄ　まだまだ

６５．Ａ　一緒に Ｂ　前期に Ｃ　相互に Ｄ　同時に

６６．Ａ　それで Ｂ　だが Ｃ　ただ Ｄ　また

６７．Ａ　そして Ｂ　その上 Ｃ　それが Ｄ　それで

６８．Ａ　まして Ｂ　やがて Ｃ　ゆえに Ｄ　あえて

６９．Ａ　理想的に Ｂ　最終的に Ｃ　結果的に Ｄ　意外的に

７０．Ａ　ここが Ｂ　これが Ｃ　そこが Ｄ　それが

六、 読　解

　問題一、 次の各文章を読んで、 後の質問に答えなさい。 答えはそれぞれA、B、C、D
の中から最も適当なものを一つ選びなさい。 (１×５＝５点)

(文章１)
　われわれ人間は、 太古の昔から当然のように数字を数えてきた。 しかし、 昨日鹿を十

頭しとめ(注１)、 今日また十頭しとめたなどということを計算する時には、 十個の鹿の絵に

また十個の鹿の絵を描き加えて二十個になったことを確認するというような面倒なこと

をしなければならなかった。 ところが、 ものを数える役割をもつだけの数字が、 数字と

いう独立した一つの表現をもつ記号に成長したとき、 ①我々の生活はものすごく合理的

になったのだ。 今までいちいち物体同士を足していたものが、１０＋１０＝２０といったよう

な、 記号プラス記号というシンプルな(注２)作業に変わったのである。 これによって、 現在

の人類の文化は大きく発展した。 その大本(注３)にあるのが、 １＋１＝２なのである。

　この世界において、 １＋１＝２は、 たくさんのものを生み出している。 個人と個
人で社会ができる。 瞬間と瞬間を足せば時間になる。 車輪が一つではとても

バランスがとりにくいが、２つにすると、 そこに台がおけ、 またそこに荷物を置き人間

が乗ることができる。 １＋１＝２は、 不安定を安定に変え、 不成立を成立にし

てしまう。 このように、 １＋１＝２は、 ②１の世界で不可能だったことを２の世界で飛

躍的に発展させて可能にし、 全く別のものに作り替えることができるのである。

(『田村の小論文講義１』第六講より)
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注１： しとめる/討ち取る。 殺す。

注２： シンプル/単純なさま。

注３： 大本/根本となるもの。 第一の基本。

７１．なぜ、 数字のおかげで①我々の生活はものすごく合理的になったというのか。

Ａ　動物がいろいろあるので、 絵で書いて数えることができなかったから

Ｂ　鹿の絵を描いてその数を数えたりするのが非常に面倒なことだったから

Ｃ　記号がシステムをもつもので物体同士を足したりすることができるから

Ｄ　数字が記号化すると、 具体的なものから独立して数えることができるから

７２．②１の世界で不可能だったことを２の世界で飛躍的に発展させて可能にしとはど

ういう意味か。

Ａ　一個人や一瞬間は自然界や人間社会を構成することができない。

Ｂ　１は単数で、 それによって構成されるものはアンバランスで不安定だ。

Ｃ　単独ではできないことは、 他のものと組み合わさればできるようになる。

Ｄ　車輪が二つあってはじめて荷物を運んだり人が乗ったりすることができる。

(文章２)
今後ますます大事な心のトレーニング

　近頃では物質的な幸せはもう十分に満たされたが、 心がちっとも満たされないという

悩みが増えているそうだ。 また豊かな人間関係を築けないという人も少なくない。 これ

からの日本を考えるとこれはかなり深刻だ。 経済成長を追い求めるこれまでの日本人の

生き方が問われている。 ①物質の進歩もいいが、 心の進歩がついていかないのでは本当

の幸せがあろうはずはない。

　いくら仕事を器用にこなし周囲に認められ、 報酬を稼ぎ家族に贅沢なサービスができ

ても、 人と交わることが苦手だったり、 自分の心に自信がないのでは、 人生の楽しみは

半減する。 自信のなさは本当の自分というものがわからないことから来ている。 そんな

漠然としたものは②つかみようがないじゃないかといわれるかもしれない。 けれども、

そのつかみようのないと思われている心を捕まえていく方法がないわけではない。

　自分の心のあるがままの姿を見つめていけば、 当然、 自分の心の未熟さやあさまし

さ(注１)やおろかさ(注２)を見なくてはならない。 しかし、 そういう作業を通じてしか結局は

自分の心の豊かさや清らかさを発見することはない。 そこまでいかず何かモヤモヤ(注３)

としていつも晴れることのない曇り空のような心で生活していると、 自分の生き方にも

自信が持てない。 そして確固たる自信が持てないと息子や娘にも尊敬されない。 ③人生

これほど虚しいものはない。

(西田憲西『家族·友達·仕事のために自分を知ろう』より)
注１： あさましい/人間らしくないありさまで情けない。

注２： おろかさ/ものごとの程度の不十分なさま、 心、 気持のゆるんでいるさまを表わす。

注３： モヤモヤ/はっきりしない様子。
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７３．①物質の進歩もいいが、 心の進歩がついていかないのでは本当の幸せがあろうはず

はないとあるが、 なぜ、 そのように言えるのか。

Ａ　物質の進歩も重要だが、 それとともに心の進歩がないと、 人々は本当の幸せを

手に入れることができないから

Ｂ　心の進歩は物質の進歩を基礎にしてできるものなので、 本当の幸せを得るため

にはまず物質の進歩が必要だから

Ｃ　物質の進歩が早く発展し、 心の進歩が遅れているので、 人々は本当の幸せを手

に入れることができないから

Ｄ　物質の進歩も心の進歩も本当の幸せをもたらしてくれるものなので、 それを大

事にすべきだから

７４．②つかみようがないとはどういう意味か。

Ａ　つかみたいが、 つかめない。 Ｂ　つかんでみたが、 なにもない。

Ｃ　つかむ手掛かりが分からない。 Ｄ　つかまれるようなものではない。

７５．③人生これほど虚しいものはないに合うのはどれか。

Ａ　本当の自分とは何かをまったく知らない、 自分の心をつかみようがないとして

漠然と暮らす人生

Ｂ　いつもモヤモヤとした心で生活し、 自分の生き方に自信が持てず、 家族にさえ

も尊敬されないような人生

Ｃ　お金をたくさん稼いで贅沢な暮らしをしているが、 人と交わることが苦手で、

自分の心に自信が持てない人生

Ｄ　一生自分の心の未熟さやあさましさやおろかさに気づかず、 心の豊かさや清ら

かさを発見できずに送る人生

　問題二、 次の文章を読んで、 後の問いに答えなさい。 答えはそれぞれA、B、C、Dの

中から最も適当なものを一つ選びなさい。 (１×１０＝１０点)

　ひと昔まえのような大家族は少なくなって核家族が主体となり、 少子化が進んでい

る。 しかも最近では離婚が増加して母子家庭や父子家庭が多くなり、 ①家庭はますます

小型化する傾向にあるが、 その逆に、 複数の家族などがいっしょになって数人で同じ家

に住む場合も出てきたようだ。 先日の新聞に、 ②お隣以上、 家族未満という見出し

で、 ③こうした家族を紹介する記事が出ていた。 １人で子供を育てている母親たちが集

まっていっしょに住み、 そこに未婚の若い男性が加わって、 数人で暮らしている家庭がい

る。 他人であるが、 若い男性は兄のように、 時には父親のように、 子供の世話をしてい

るそうだ。

　核家族は家族どうしの価値観の衝突が少なくて気楽だが、 ことなる世代との交流に欠

ける。 このごろの④子供は昔のことを知らず、 おじいちゃんやおばあちゃんに甘えるこ

とを知らない。 そうした状況に対する反動として、 子供が老人ホームを訪問して昔の話

を聞いたり、 昔の遊びを習ったりすることが最近多くなってきたが、 こうした他人をま

じえた新しい家族も、 核家族化への反動という点では共通点である。
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　もう一つの例では、 未婚の若い男性が４人集まって同じ家で共同生活をしている。 男性

の中には恋人のある人もいるが、 その女性は別の家に他の女性といっしょに住んでい

て、 この２人は将来結婚するつもりはない。 (　　⑤　　)、 結婚したらたがいに相手に

頼ったり、 相手から多くを期待したりするようになる。 そうした関係になりたくないか

らだ。 だが１人暮らしはさびしいから、 ⑥同じ屋根の下にだれかがいるという生活を

選んだのだという。

　家族の形態は変わっていくものだ。 遠く『源氏物語』のころは男性が女性の家に通

い、 子供は母親が育てるという形態があったそうだ。 その後も家族の形態は変化してき

たわけだが、 最近の変化はずいぶん速く、 めまぐるしい気がする。

　記事の中で若い男性が、 いっしょにいたくもない家族が、 肉親だからというので同じ

家に暮らしているのは息がつまりそうだ。 隣人と家族の中間のような関係が快適だと
言っている。 今までは、 いや今でも、 多くの人にとって家族は一種の宿命であって、 好き

であろうが嫌いであろうが、 いっしょに暮らすものだという考えが強い。 夫婦にしても

⑦ともに白髪の生えるまでという気持ちの人もいる。 しかし、 そうした家族観に変化

が見られる。 ⑧これまでの宿命的な家族観からはなれて、 自分の家族は自分で選んで、

家庭を作るのだという気持ちが若い人たちの間に生まれている。

(水谷信子『このごろの日本』より)

７６．①家庭はますます小型化する傾向にあるとあるが、 その原因は何か。

Ａ　ひと昔のように母子家庭や父子家庭が多くなった。

Ｂ　この頃核家族が主体となり、 少子化が進んでいる。

Ｃ　離婚が増加して母子家庭や父子家庭が多くなった。

Ｄ　親といっしょにいたくない家族が最近増えてきた。

７７．②お隣以上、 家族未満とはどういうことか。

Ａ　隣人以上に家族に満足できないこと

Ｂ　隣人と家族の中間のような家族関係

Ｃ　家族ではないが、 隣人でもない関係

Ｄ　家族に不満だが、 隣人にはもっと不満であること

７８．③こうした家族とはどんな家族か。

Ａ　複数の母子家庭がいっしょになって数人で同じ家に住む家族

Ｂ　子供を育てている母親が集まっていっしょに住む家族

Ｃ　未婚の若い男性が集まって、 数人で暮らしている家族

Ｄ　若い男性が父親のように、 子供の世話をしている家族

７９．④子供は昔のことを知らず、 おじいちゃんやおばあちゃんに甘えることを知らないと

あるが、 それはなぜか。

Ａ　他人をまじえた新しい家族が同じ家で共同生活をしているから

Ｂ　核家族での生活なので、 家族どうしの価値観の衝突が少ないから

Ｃ　老人ホームを訪問して昔の話を聞いたりすることが多くないから

Ｄ　核家族で生活していて、 ことなる世代との交流に欠けているから
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８０．(　⑤　)に入る最も適当な言葉はどれか。

Ａ　そんなわけで Ｂ　にもかかわらず

Ｃ　だとすれば Ｄ　なぜかというと

８１．⑥同じ屋根の下はどういう意味か。

Ａ　同じ屋根造りの家である。 Ｂ　同じ家を持つ。

Ｃ　同じ屋根を下から支える。 Ｄ　同じ家に住む。

８２．⑦ともに白髪の生えるまでとはどういう意味か。

Ａ　夫婦が白髪が生えるまで元気でいる。

Ｂ　夫婦が年を取りながらいっしょに住む。

Ｃ　夫婦が年老いるまでいっしょに暮らす。

Ｄ　夫婦ともいっしょに白髪が生えるものだ。

８３．⑧これまでの宿命的な家族観とはどんなものか。

Ａ　ともに白髪の生えるまでという気持ちで暮らす。

Ｂ　好きであっても嫌であってもいっしょに暮らす。

Ｃ　家族が同じ家に気楽で賑やかに暮らす。

Ｄ　複数の親子と他人がいっしょに暮らす。

８４．作者がこの文章で言いたいことはなにか。

Ａ　社会が発展するにつれて、 家族観に激しい変化が見られ、 自分の家族は自分で

選んで家庭を作るという気持ちが若い人たちの間に生まれている。

Ｂ　日本では、 恋人がいても互いに頼ったり頼られたりするような関係になりたく

ないから結婚するつもりのない若い男女が多くなっている。

Ｃ　この頃の日本の家族は一人で子供を育てている母親たちが集まって同じ家に

いっしょに住み、 数人で暮らしている家庭が多くなっている。

Ｄ　ひと昔まえのような大家族よりは核家族のほうが家族どうしの価値観の衝突が

少なくて気楽に暮らすことができるから喜ばれている。

８５．この文章に題をつけるとすれば、 どれが適当か。

Ａ　家族の形態 Ｂ　家族の現状 Ｃ　家族の問題 Ｄ　家族の歴史

第二部分

七、 次の文を完成しなさい(解答は解答用紙に書きなさい)。 (１×１０＝１０点)

８６．お金を払ってしまった以上、 　。

８７．誤解を招きかねない表現だから、 　。

８８．たとえ冗談でも、 そういうことを 　。

８９．彼は、 学歴がなかったばかりに、 　。

９０．時間がたつにつれて、 事故の記憶も 　。

９１．妹はさんざん迷ったあげく、 大学院には 　。

９２．あんな男に頭を下げるぐらいなら、 いっそ 　。
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９３．この本を読んで初めて、 日本の文化に興味を 　。

９４．今だからこそ笑って言えますが、 あの時は本当に 　。

９５．日本に旅行したのがきっかけとなって、 日本語を 　。

八、 次の要領で解答用紙に作文をしなさい。 (１５点)

題目：休日の過ごし方

１．文体： 常体(簡体)。

２．文章は、３５０字以上、４００字以内におさめること。

(句読点も一字とする。 もし３５０字未満、 または４００字をオーバーした場合は減点に

なる。 )

３．文体が間違った場合は減点になる。
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大学日本語専攻生四級能力試験問題(２０１８年)

(試験時間： １６０分)
注意：解答はすべて解答用紙に書きなさい。

第一部分

一、 聴解(１×２０＝２０点)

二、 次の文の下線をつけた単語の正しい読み方や漢字を、 後のA、B、C、Dから一つ選

びなさい。 (１×１０＝１０点)

２１．わからないことがあったら、 お気軽にお問い合わせください。

Ａ　きかる Ｂ　きがる Ｃ　けかる Ｄ　けがる

２２．営業部では、 二人雇うことになった。

Ａ　やとう Ｂ　やどう Ｃ　やしなう Ｄ　うしなう

２３．彼は日本の音楽より、 韓国の音楽を好んで聞いています。

Ａ　この Ｂ　ころ Ｃ　たの Ｄ　よろこ

２４．彼女はいつも一人で呟いている。

Ａ　ささやい Ｂ　さざやい Ｃ　つむやい Ｄ　つぶやい

２５．地震の場合は、 直ちに机の下に入ってください。

Ａ　たちまち Ｂ　そのち Ｃ　ただち Ｄ　ちょくち

２６．あの人はいつもおかしなかっこうをしている。

Ａ　格行 Ｂ　格好 Ｃ　活行 Ｄ　活好

２７．この薬はお茶と一緒に飲むときかないから、 かならずお湯で飲んでください。

Ａ　聞か Ｂ　聴か Ｃ　効か Ｄ　訊か

２８．青信号は通ってもいいというあいずです。

Ａ　愛図 Ｂ　間図 Ｃ　会図 Ｄ　合図

２９．学生たちはおしゃべりにむちゅうだ。

Ａ　夢中 Ｂ　霧中 Ｃ　務中 Ｄ　無中

３０．長年の努力がみのって、 かれは認められるようになった。

Ａ　果 Ｂ　成 Ｃ　実 Ｄ　結
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三、 次の文の　　　　に入れるのに最も適当な言葉を後のA、B、C、Dから一つ選びな

さい。 (１×１５＝１５点)

３１．谷川のどこかに亀が　　　　住んでいる。

Ａ　一隻 Ｂ　一匹 Ｃ　一個 Ｄ　一本

３２．そこには　　　　から　　　　へと引継がれていった血潮の流れの二十年が

ある。

Ａ　先輩/後輩 Ｂ　後輩/先輩

Ｃ　前輩/後輩 Ｄ　後輩/前輩

３３．一人で旅行するつもりだったが、 　　　　を変更して、 友達と二人で行くことに

した。

Ａ　予約 Ｂ　予定 Ｃ　予備 Ｄ　予想

３４．赤組が白組を五点　　　　する。

Ａ　リズム Ｂ　ムード Ｃ　カバー Ｄ　リード

３５．こんな負け方をするとは　　　　。

Ａ　やかましい Ｂ　まぶしい Ｃ　だらしない Ｄ　うるさい

３６．偏った視点で書いた文章は、 読者の共感を得ないだけでなく、 自分の視野の　

　　　をあらわにする。

Ａ　狭さ Ｂ　高さ Ｃ　広さ Ｄ　低さ

３７．試験に合格して　　　　になる。

Ａ　上手 Ｂ　苦手 Ｃ　得意 Ｄ　失意

３８．彼らは仲良く出掛け、 三人で　　　　夕飯を食べた。

Ａ　滑らかに Ｂ　和やかに Ｃ　爽やかに Ｄ　穏やかに

３９．長年　　　　働いて相当の小金もたまった。

Ａ　はらはら Ｂ　あべこべ Ｃ　ますます Ｄ　こつこつ

４０．彼女の言葉で私は　　　　気が楽になったこともたしかであった。

Ａ　じっと Ｂ　うんと Ｃ　そっと Ｄ　なんと

４１．研究者、 教師　　　　その家族、 　　　　政府機関職員及びその家族がこれに次い

でいる。

Ａ　並びに/及び Ｂ　及び/及び

Ｃ　及び/並びに Ｄ　並びに/並びに

４２．読者にあらかじめ　　　　おきたいことがある。

Ａ　申し込んで Ｂ　提出して Ｃ　拘って Ｄ　断って

４３．自分一人だけでするのではなく、 できるだけほかの人に　　　　ください。

Ａ　助けてあげて Ｂ　手伝ってあげて

Ｃ　手伝ってもらって Ｄ　救ってもらって

４４．相手の気持ちを　　　　より、 その場の空気を　　　　。

Ａ　吸う/吸おう Ｂ　考える/考えよう

Ｃ　思う/思おう Ｄ　読む/読もう
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