
全国通訳案内士試験 「2021 年度合格の戦略と戦術」 

ハロー通訳アカデミー

本資料を見ながら、下記の＜音声ファイル＞＜YouTube＞をご視聴ください。 

●「2021 年度の受験戦略と戦術」（音声ファイル）

http://www.hello.ac/2021.1.2.mp3

●「2021 年度の受験戦略と戦術」（YouTube）

https://youtu.be/YS7lGvrdzJ8

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「2021 年度合格の戦略と戦術」の要旨 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●まずは、「第１次筆記試験の試験免除」を目指せ！

下記は、2020 年（令和 2 年）5 月 22 日現在の「全国通訳案内士試験ガイドライン」ですが、「第１次

筆記試験の試験免除」を受けることができる科目は、本試験での負担を軽くするために（本試験よ

りも合格しやすいので）、出来るだけ事前に「免除資格」を得ておくことをお薦めします。

＜外国語＞

①英語：公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の一級に合格した者が、

英語による全国通訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験（英語）を免除する。 

②英語：Educational Testing Service が制作する TOEIC Listening & Reading Test（公開テストに

限る）について 900 点以上、TOEIC Speaking Test（公開テストに限る。）について 160 点以上又は

TOEIC Writing Test（公開テストに限る）について 170 点以上を得た者（当該得点を得たテストの行

われた日の属する年度又は当該年度の翌年度に実施される全国通訳案内士試験を受ける者に限

る）が、英語による全国通訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験（英語）を免除する。 

③他の外国語については、「ガイドライン」を参照のこと。

＜日本地理＞ 

総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者が全国通訳案内

士試験を受験する場合は、日本地理についての筆記試験を免除する。 

＜日本歴史＞ 

①歴史能力検定協会が実施する歴史能力検定の日本史一級又は日本史二級に合格した者が全

国通訳案内士試験を受験する場合は、日本歴史についての筆記試験を免除する。 

②大学入試センター試験の日本史Ｂについて 60 点以上を得た者（当該得点を得た試験の行われ

た日の属する年度又は当該年度の末日から起算して五年以内に実施される全国通訳案内士試験
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を受ける者に限る）が全国通訳案内士試験を受験する場合は、日本歴史についての筆記試験を免

除する。（2021 年度からは、センター試験に代わり、大学入学共通テストが適用となると考えられる

が、現時点では何の発表もない） 

 

＜一般常識＞ 

・大学入試センター試験の現代社会について 80 点以上を得た者（当該得点を得た試験の行われ

た日の属する年度又は当該年度の末日から起算して五年以内に実施される全国通訳案内士試験

を受ける者に限る）が全国通訳案内士試験を受験する場合は、一般常識についての筆記試験を免

除する。（2021 年度からは、センター試験に代わり、大学入学共通テストが適用となると考えられる

が、現時点では何の発表もない） 

 

「全国通訳案内士試験ガイドライン」（2020 年（令和 2 年）5 月 22 日現

在）https://www.jnto.go.jp/jpn/projects/visitor_support/interpreter_guide_exams/guideline2020.pdf 

 

・2020 年度第１次筆記試験＜合格体験記

＞https://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/218739d3fab319416cc1667f152673e3 
 

●＜大学入試センター試験→大学入学共通テスト＞による 2021 年度の免除条件（日本歴史、一

般常識）について 

2020 年 9 月 26 日に、観光庁のご担当者から得た回答（音声ファイル）をお聴きください。 

http://www.hello.ac/centertest.mp3 

 

●無料独学合格することを固く決心し、ハロー通訳アカデミーの無料動画、無料資料を使い倒すこ

と。 

 

・2020 年度第１次筆記試験＜合格体験記

＞https://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/218739d3fab319416cc1667f152673e3 
 

・2019 年度＜最終合格体験記

＞https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/ba192549d040213f4695e8a19145fa58 

 

・2020 年度第２次口述試験＜受験速報

＞https://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/bdbedf5fbfcbdce9419bba9147e225b8 

 

・2020 年度第２次口述試験＜２次レポート

＞https://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/7c8ef0aceffff4b016a7644d81d9f3f8 
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●合格するも、しないも、あなたの決心しだいです！ 

私は、自分の半生を顧みると、何かをなす時に、「決心することの重要性」を痛感してきました。 

全国通訳案内士試験合格を目指しておられる皆さんですが、「試験に合格するも、しないも、あな

たの決心しだいです！」と申し上げたいと思います。 

下記の動画は、＜受験対策セミナー＞の一部ですが、「決心することの重要性」を認識していただ

きたいと思います。 

・合格するも、しないも、あなたの決心しだいです！ 

https://youtu.be/oXF9u2_7tgA 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2021 年度受験対策＜第１次筆記試験対策＞ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●2021 年度受験対策＜合格体験記＞＜受験速報＞＜２次レポート＞ 

 

・2020 年度第１次筆記試験＜合格体験記

＞https://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/218739d3fab319416cc1667f152673e3 

・2020 年度第２次口述試験＜受験速報

＞https://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/bdbedf5fbfcbdce9419bba9147e225b8 

・2020 年度第２次口述試験＜２次レポート

＞https://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/7c8ef0aceffff4b016a7644d81d9f3f8 

・2019 年度＜最終合格体験記

＞https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/ba192549d040213f4695e8a19145fa58 

 

●＜英語＞ 

 

＜第１次筆記試験【問題】＞ 

https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/711462afa4fdc4cd349cf4ad68891db8 

＜無料動画学習コーナー＞ 

https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/aa9caa987007e8ef9f390a0a88c6e667 

＜無料音声学習コーナー＞ 

https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/6e31df702f013d8b758d47dcb48ec919 

「日本的事象英文説明 300 選」（本+CD) 

https://www.amazon.co.jp/dp/4938174340/ 

 

＜教本学習コース＞【動画】 

http://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/d19c1040dd2c445f6793c75359611c69 

＜教本学習コース＞【音声ファイ

ル】http://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/db5f01d842bc6fc0a27f926335500449 
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＜英語力診断テスト＞ 

http://www.hello.ac/guide/clinic/index.php 

＜ハロー英語道場真剣勝負＞ 

http://www.hello.ac/study/ 

 

●＜日本地理＞ 

 

＜第１次筆記試験【問題】＞ 

https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe 

＜第１次筆記試験【解答例】＞(2004 年～2019 年) 

http://www.hello.ac/geo.kaitourei.2004.2019.pdf 

 

＜日本地理＞の傾向と対策＜決定版資料＞ 

http://www.hello.ac/2020.geo.pdf 

 ・音声ファイルの＜YouTube＞版→ 

https://youtu.be/aYAtVJ574p0 

 ・音声ファイル＜mp3＞版→ 

http://www.hello.ac/2020.geo.onsei.mp3 

＜マラソンセミナー＞（日本地理)（12 講義 24 時

間）https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/aa9caa987007e8ef9f390a0a88c6e667 

＜項目別地図帳＞ 

http://hello.ac/geography/map.pdf 

＜都道府県別地図帳＞ 

http://hello.ac/map.prefectures.pdf 

＜特訓 1800 題＞を使い倒

せ！http://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/56e18e234050ec5f9ab991de649627c2 

＜Flashcards Deluxe＞(暗記カードアプリ)を使い倒

せ！https://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/8241111d973c4517667a7e470e4ed105 

 

●＜日本歴史＞ 

 

＜第１次筆記試験【問題】＞ 

https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe 

＜第１次筆記試験【解答例】＞(2004 年～2019 年) 

http://www.hello.ac/his.kaitourei.2004.2019.pdf 

 

＜日本歴史＞の傾向と対策＜決定版資料＞ 

http://www.hello.ac/2020.his.pdf 

・音声ファイルの＜YouTube＞版 

https://youtu.be/RWasJMYeYtc 
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・音声ファイル＜mp3＞版 

http://www.hello.ac/2020.his.onsei.mp3 

 

＜マラソンセミナー＞（日本歴史)（12 講義 24 時

間）https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/aa9caa987007e8ef9f390a0a88c6e667 

＜Flashcards Deluxe＞ 

https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/5453925522e7fc930961b9911dac446a 

＜日本史の時代区分と各文化の特徴＞ 

http://hello.ac/timeline.pdf 

＜特訓 1800 題＞を使い倒

せ！http://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/56e18e234050ec5f9ab991de649627c2 

＜Flashcards Deluxe＞(暗記カードアプリ)を使い倒

せ！https://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/8241111d973c4517667a7e470e4ed105 

 

●＜一般常識＞ 

 

＜第１次筆記試験【問題】＞ 

https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe 

 ＜第１次筆記試験【解答例】＞(2004 年～2019 年) 

http://www.hello.ac/gen.kaitourei.2004.2019.pdf 

 

＜一般常識＞の傾向と対策＜決定版資料＞ 

http://www.hello.ac/2020.gen.pdf 

・音声ファイルの＜YouTube＞版 

https://youtu.be/-doQ-9l6gOI 

・音声ファイル＜mp3＞版 

http://www.hello.ac/2020.gen.onsei.mp3 

 

＜マラソンセミナー＞（一般常識)（12 講義 24 時

間）https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/aa9caa987007e8ef9f390a0a88c6e667 

＜特訓 1800 題＞を使い倒

せ！http://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/56e18e234050ec5f9ab991de649627c2 

＜Flashcards Deluxe＞(暗記カードアプリ)を使い倒

せ！https://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/8241111d973c4517667a7e470e4ed105 

＜令和２年年度観光白書（要旨） 

http://hello.ac/2020.hakusho.gaiyou.pdf 
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●＜通訳案内の実務＞ 

 

＜第１次筆記試験【問題】＞ 

https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe 

＜第１次筆記試験【解答例】＞(2018 年・2019 年) 

http://www.hello.ac/jitumu.kaitourei.2018.2019.pdf 

 

＜通訳案内の実務＞の傾向と対策＜決定版資料＞ 

http://www.hello.ac/2020.jitumu.pdf 

・音声ファイルの＜YouTube＞版 

https://youtu.be/MJxXvuWfsI4 

・音声ファイル＜mp3＞版 

http://www.hello.ac/2020.jitumu.onsei.mp3 

 

＜観光庁研修テキスト＞ 

http://hello.ac/kankouchou.kenshuu.siryou.comment.pdf 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2021 年度受験対策第＜２次口述試験対策＞ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2020 年度＜２次受験速報＞＜２次レポート＞の総まと

め https://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/7c8ef0aceffff4b016a7644d81d9f3f8  

「日本的事象英文説明 300 選」 

https://www.amazon.co.jp/dp/4938174340/ 

「日本的事象英文説明 300 選」＜鉄板厳選 128 題＞ 

http://www.hello.ac/teppan128.pdf 

 

第２次口述試験対策＜特訓セミナー

＞https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/710c0877139032bf502e97f1fdeb3b4b 

 

＜２次セミナー＞の資料と動画（2018 年度受験用ですが、必須です！） 

＜２次セミナー＞(その 1)の資料 

http://www.hello.ac/2018.10.14.2nd.seminar.koukai.pdf 

＜動画＞ 

https://youtu.be/LircL1N9sDc 

＜２次セミナー＞(その 3)の資料 

http://www.hello.ac/2018.11.17.seminar.conbined.pdf 

＜動画＞ 

https://youtu.be/9zaW5t6cdNE 
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「通訳案内の現場で必要とされるトラブル対応方法」 

http://hello.ac/troubleshooting.pdf 

＜プレゼンテーション・外国語訳＞質疑応答予想問題 60 題 

http://www.hello.ac/yosou60dai.pdf 

第２次口述試験対策＜切腹鉄板予想問題 70 題＞ 

http://www.hello.ac/teppan70.pdf 

 

●ご参考 

2019 年度＜２次レポート＞ 

https://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/b88dd854387bfa75973897a14d90cc96 

2019 年度＜合格体験記＞ 

https://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/d2e9b68127296944b432b66bd632f87e 

 

以上 
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