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＜第１部＞基本情報
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【１】2022年度第２次口述試験ガイドライン
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2022 年度第２次口述試験ガイドライン は、2018 年度～2021 年度と全く同じで、下記の通りです。
なお、下記の赤字部分は、新「通訳案内士法」が施行された 2018 年度より新たに付け加えられ
た変更点です。
【１】試験方法
(1)試験は、総合的な外国語の能力並びに日本地理、日本歴史、一般常識及び通訳案内の実
務に係る正確な知識を活用して行われる、通訳案内の現場で必要とされるコミュニケーショ
ンを図るための実践的な能力について判定するものとする。
(2)試験を受けることができる外国語は、受験者が筆記試験において選択したものと同一のもの
とする。
(3)試験は、外国人観光旅客が多く訪れている又は外国人観光旅客の評価が高い観光資源に
関連する地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄のうち、外国
人観光旅客の関心の強いものを題材として、受験者に通訳案内の業務を擬似的に行わせる
ことにより実施するものとする。
(4)試験時間は、10 分程度とする。
(5)終了者からの問題の漏洩を避けるため、当該時間帯の間、終了者を未受験者と別の部屋に
待機させ、通信機器を預かる等の措置を取るとともに、時間帯によって大きな差が出ないよ
うに質問内容のレベルを合わせるなど、受験者間で不公平が生じないような方法とする。
(6)内容は、試験委員が読み上げる日本語を外国語訳し、その問題文に関連した質疑を行う
「通訳案内の現場で必要となる知識等に関する外国語訳及び全国通訳案内士として求めら
れる対応に関する質疑」、提示される３つのテーマから受験者が１つを選び、外国語で説明
を行い、そのテーマについて試験委員と外国語で質疑応答を行う「プレゼンテーション問題」
の２題とする。なお、「通訳案内の現場で必要となる知識等に関する外国語訳及び全国通訳
案内士として求められる対応に関する質疑」において、試験委員が読み上げる問題内容に
ついては、メモを取ることを認める。
(7)「通訳案内の現場で必要となる知識等に関する外国語訳及び全国通訳案内士として求めら
れる対応に関する質疑」については、試験委員に対して、受験者は全国通訳案内士としての
適切な受け答えをすること。
【２】合否判定
合否判定に当たっては、試験委員ごとに基準が大きく異なることがないよう、あらかじめ以下
を含む評価項目について、具体的な評価基準を設定しておくものとする。合否判定は、当該
合格基準点（原則として７割）に達しているか否かを判定することにより行う。
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【３】評価項目
・プレゼンテーション
・コミュニケーション（臨機応変な対応力、会話継続への意欲等）
・文法及び語彙
・発音及び発声
・ホスピタリティ（全国通訳案内士としての適切な受け答え等）(2018 年度から追加された)
【４】「ガイドライン」の三つの変更点（2018 年度から)
(1)「通訳問題」が「外国語訳+質疑」になった
2017 年度では「通訳」とされた問題が、2018 年度から『試験委員が読み上げる日本語を外
国語訳し、その問題文に関連した質疑を行う「通訳案内の現場で必要となる知識等に関す
る外国語訳及び全国通訳案内士として求められる対応に関する質疑」』になったこと。
(2)合格基準点が７割になった。
2017 年度までは 6 割だった合否判定の合格基準点が、2018 年度から 7 割になったこと。
(3)評価項目にホスピタリティが加わった。
2017 年度までの 4 項目に、2018 年度から「ホスピタリティ（全国通訳案内士としての適切な
受け答え等）」が加わり、合計 5 項目になったこと。
・あまり気にする必要はない。
受験者としては、合格基準点が７割になろうが、評価項目にホスピタリティが加わろうが、あ
まり気にすることなく、直面する質問に神経を集中させて全力を尽くせばよい。
【5】「通訳問題」（2017 年度）を「外国語訳」（2018 年度）に変更した理由（重要！）
「通訳問題」を「外国語訳」に変更した理由について、関係者の話を総合すると、下記のような
理由が判明しました。
（１）通訳案内士試験では、プロ通訳と同等レベルの通訳技能を求めているわけではない。
（2）これまでの「通訳問題」では、プロ通訳の厳密な逐次訳を求められているような印象を受
験者に与えるので、「通訳問題」を「外国語訳」に名称変更した。
（3）「外国語訳」だからと言って、大まかな訳で良いということではなく、できる限り、正確で分
かりやすい訳が望ましいことは言うまでもない。
受験者は、上記を前提にした準備が必要です。
【６】「プレゼンテーション」
「プレゼンテーション問題」については、特に変更はありませんが、大前提が「通訳案内の現
場」で求められるプレゼンテーション能力が問われるということなので、受験者は、様々な通
訳案内の現場で想定されるプレゼンテーションの準備が必要です。
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【７】「プレゼンテーション」と「外国語訳+質疑」
要するに、受験者は、従来の４項目の評価項目に加えて、ホスピタリティを意識しながら、合
格基準点 7 割獲得を目指して、「プレゼンテーション」と「外国語訳+質疑」の準備をしていく必
要があるということです。
【８】＜ガイドマニュアル＞
「通訳案内の現場」で求められるプレゼンテーション能力とホスピタリティがどのようなものか
を知るためには、下記の ＜ガイドマニュアル＞に優る教材はありません。
＜ガイドマニュアル＞（富士山・箱根）
http://www.hello.ac/fujihakone.guiding.pdf
＜ガイドマニュアル＞（日光）
http://www.hello.ac/nikko.guiding.pdf
＜ガイドマニュアル＞（鎌倉・横浜）
http://www.hello.ac/kamayoko.guiding.pdf
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【２】第２次口述試験の予定内容と注意事項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第１次筆記試験合格者（免除者）に対して、JNTO から①「予定内容について」②「受験上の注意
事項」と題した文書が提供されます。
「ガイドライン」が第２次口述試験の概要であり、①「予定内容」と②「注意事項」がその実施細目
になります。

①2021 年度全国通訳案内士試験 口述試験の予定内容について
1. 試験時間は全体を通じて 10 分程度です。
2. 口述試験の進め方は以下の通りです。
① 受験者は、その場で配付される日本語で書かれた 3 つのテーマから 1 つを選択し、そ
のテーマについて受験外国語で 2 分程度のプレゼンテーションを（30 秒以内に）行って
下さい。
（例題）１．絵馬（2013・2017 プレゼン）
２．高野山（2014・2016・2020 プレゼン）
３．インスタ映え（2017 プレゼン）
② ①のプレゼンテーションの内容について、受験外国語で質問をしますので、受験外国語
で回答して下さい。
③ 次に、（日本人）試験委員が日本語で読み上げる内容について、1 分程度で受験外国
語に訳して下さい。配付した用紙と筆記用具を用いてメモを取っても構いません。
（例題）
茶道は１杯のお茶で客をもてなす儀式である。茶道では、亭主は決められた作法に従
い、ていねいにお茶を用意する。客はその気持ちに応えて、感謝の意を表しながらお
茶をいただく。茶道で使われるお茶は抹茶で、和菓子はお茶を飲む前に食べる。
④ ③の内容に関連して、日本語で通訳案内の現場で想定される状況に全国通訳案内士
としてどのように対応するかを問います。試験委員をお客様と想定し、受験外国語で受
け答えして下さい。
（例題）
お客様が茶室に入る前に、茶道には作法や決まり事があると聞いて緊張しています。
あなたはお客様に対し、どのように声をかけますか。
3. 2①及び 2③の内容は、全国通訳案内士試験ガイドラインにある、「日本の地理、歴史並び
に産業・ 経済・政治及び文化についての主要な事柄のうち、外国人観光旅客の関心の強
いものを題材」とします。なお、上記の出題例は、あくまでも参考例です。
4. 試験委員は 2 名（原則として、受験外国語母語話者 1 名、日本語母語話者 1 名）です。
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②2021 年度全国通訳案内士試験口述試験 受験上の注意事項
1．全般
（1）携帯電話、パソコン、タブレッ卜、スマー卜ウォッチ、レコーダ一、ゲーム機など全ての電子機器の
電源をお切りください。通信機能及び録音・録画機能のある機器の使用は、試験が終了して係員か
ら解散の合図の後、建物の外に出るまで使用を禁止します。イヤホン、ヘッドホンも使用禁止です。
（2）受付後解散までにこれらの機器を使用した受験者の試験は無効になります。
（3）口述試験終了後も控室にて解散時間まで待機していただきます。解散時間まで控室にて待機いた
だけない方の試験は無効になります。
（4）各控室および試験室内は禁煙です。
（5）各控室では水筒やペットボトルなど、飲み口が密閉できる容器に入った飲料のみ、持込み可能で
す。（移動中は禁止です）
2．控室内で
（1）携帯電話等の通信機器・録音機器類は電源を切って、カバン等の中にしまってください。
（2）質問する場合は、着席の
まま手を挙げてください。
（3）受験者同士会話をしないようにしてください。
（4）トイレ等で離席したい場合は、着席のまま手を挙げて申し出てください。
（5）控室から試験室へ移動する時には荷物を全部持って移動してください。
（6）新型コロナウイルス感染症予防のため、不織布マスクの着用をお願いします。
（7）メモ用筆記用具（鉛筆、シャープペン、ボールペンのいずれか）以外はカバン等の中にしまってくださ
い。筆記用具を忘れた方は、試験室内にある予備の筆記用具を使用してください。
3．試験直前の控室等での待機中
（1）係員の指示があるまで待機していてください。
（2）待機中の受験者同士会話をしないでください。
（3）試験終了後の受験者は、係員の指示に従って、試験後の控室にて待機してください。
4．試験室前および試験室内
（1）試験室への入室は試験室内にいる面接者が指示します。入室したら、手荷物を面接者から指示さ
れた場所に置いてください。
（2）試験室内では、面接者の指示に従ってください。
（3）試験室における試験時間は、1 人当たり約 10 分間です。
（4）試験室内ではメモ用紙を用意しておリますので、メモを取っていただいても結構です。
但し、試験終了後、メモ用紙は回収いたしますので、持ち帰らないでください。
（5）試験中も不織布マスクの着用をお願いします。聞き取り難いことがないよう、はっきりとした発言を
心掛けて下さい。
★不正行為をした受験者は、即座に退場していただくとともに、試験が終了している場合でも、その結
果は無効となります。
★その他、各控室での待機中は、係員の指示に従ってください。
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【３】2021 年度第２次口述試験の概要
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●試験官：日本人（日本語母語話者）と外国人（受験外国語母語話者）の二名。
●試験時間：受験者一人当たり約 10 分。
●時間帯：
受験者は、下記の六つの時間帯の中の指定された時間に受験した。
（1）【10：00：～11：00】
（2）【11：00：～12：00】
（昼休み）
（3）【13：00：～14：00】
（4）【14：00：～15：00】
（コーヒーブレイク）
（5）【15：45：～16：45】
（6）【16：45：～17：45】
●上記の各時間帯別に、二つの異なる＜プレゼン問題＋外国語訳問題＞の組み合わせが用意
され、合計 12 種類の＜プレゼン問題＋外国語訳問題＞が出題された。
●試験の順番
（1）最初に日本人試験官から外国語で「名前、生年月日、今住んでいる所」を問われます。
（2）＜プレゼン問題＞
（3）＜プレゼン問題＞についての質疑応答
（4）＜外国語訳問題＞
（5）＜外国語訳問題＞についての質疑応答
━━━━━━━━━
試験の流れ
━━━━━━━━━
●試験室入室から＜プレゼン問題＞開始までの流れ
（試験会場：東京、受験外国語：英語の場合）
（1）日本人試験官が、入り口のドアを開けて、"You may come in!"と言って入室を促す。
（2）日本人試験官から、英語で試験官に対面する三つの椅子の中央の椅子に座るように指示が
ある。（中央の椅子には一人用の机があり、机の上には筆記具とメモ用の A4 の用紙が数枚
置かれてあった）（大阪会場では、受験者も試験官も 3 人掛けの長椅子が用意されていた）
（3）日本人試験官から、英語で着席する椅子の右隣の椅子を示し「ここに荷物を置いてください」
と指示がある。
（4）日本人試験官から日本語で「机の上の用紙にメモを取ってもいいが、持ち帰りはできません。
自分の筆記具を使っても結構です」と指示がある。
（5）日本人試験官から日本語で「質問に対しては、通訳案内士として回答してください」と指示が
ある。
（6）日本人試験官から英語で「名前、生年月日、今住んでいる所を言ってください」と指示があ
る。
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●＜プレゼン問題＞の流れ
（1）外国人試験官から、プレゼン問題のテーマ（3 題）が書かれた用紙を手渡される。
（A4 の用紙の上の方に三つのテーマが割と小さな文字で印刷されていた）
（2）日本人試験官から「三つのテーマから一つを選び、30 秒経ってから、約 2 分間のプレゼンテ
ーションを行ってください。プレゼンテーションの最初には、選んだテーマを必ず言ってください。
制限時間 2 分 30 秒（※）で打ち切りとなります。30 秒の中で、メモを取っても結構です」と指示
がある。
（※）上記、2 分 30 秒と言われない場合もある。
（3）「プレゼン問題のテーマが書かれた用紙は裏返しなさい」と指示がある。
（4）試験官が、30 秒の計測を開始する。
（5）30 秒経過したところで、「プレゼンを始めなさい」と指示がある。
（6）外国人試験官から、①プレゼンの内容についていくつかの質問がある。②質問が一つのみ
の場合もある。③全く質問されない場合もある。沈黙したらアウトである。ともかく、笑顔で話
続けよ。
●＜外国語訳問題＞
（1）日本人試験官から、｢これから読み上げる日本語の内容について、１分から１分 30 秒以内で
（※）通訳してください。読み終えたら直ぐに始めてください。制限時間 1 分 30 秒で打ち切りと
なります｣（※）と指示がある。
（※）上記、「１分から」を言われない場合もある。
（※）上記、「１分から１分 30 秒以内で」を言われない場合もある。
（※）上記、「制限時間 1 分 30 秒で打ち切りとなります｣を言われない場合もある。
（2）受験者が、読み上げられた日本語を受験外国語に訳す。
（3）留意点
①日本語は、1 回しか読み上げられないので、内容をイメージしながらよく聞くこと。
②メモは、数字、固有名詞など、最小限に限り簡潔に書くこと。
●＜困った状況＞についての質疑応答
（1）｢上記の日本語の内容に関連して、日本語で通訳案内の現場で想定される状況に全国通訳
案内士としてどのように対応するかを問います｣と指示がある。
①「全国通訳案内士として」というところがキモである、
②受験者は、「ガイドマニュアル」を読んで、通訳案内士の立場、視点を身に付けることが大
切である。
（2）外国人試験官から、＜シチュエーション＞が書かれた用紙を手渡される。
（3）日本人試験官から｢今から、困った状況を書いた紙を 30 秒で読んでもらいます。そのあと、外
国人試験官を外国人観光客とみなして、通訳案内士として回答してください。30 秒の中で、メ
モを取っても結構です｣と指示がある。
（4）受験者が回答する。
（5）受験者の回答について、外国人試験官が①いくつかの異なる質問をする。②一つの質問に
ついて質疑応答を繰り返す場合もある。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【４】受験する上での留意点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】注意すべき点
・試験の順番ですが、プレゼンテーション（2 分程度）が最初にあり、次に、外国語訳の順番で
ある。
・プレゼンテーションの内容について、受験外国語で質疑応答がある。
・外国語訳（1 分程度）についての質問は、日本語で問われるが、回答は受験外国語。
・外国語訳については、メモを取ってもよい。
・プレゼンテーション、外国語訳のいずれにおいても、「日本の地理、歴史並びに産業、経済、
政治および文化についての主要な事柄のうち、外国人観光客の関心の強いものを題材とし
ます」
【２】「プレゼンテーション+質疑応答」の質疑応答は「行き当たりばったり」
試験実施サイドとしては、「プレゼンテーション+質疑応答」に関しては、一人の受験者に対し
て、三つのテーマを準備するだけです。
受験者の「プレゼンテーション」の内容は事前には分かりませんので、当然のことながら、「プ
レゼンテーション」に関する質問も事前には用意できません。
つまり、「プレゼンテーション+質疑応答」における試験官と受験者の間の質疑応答は、「行き
当たりばったり」となります。ここで重要なことは、内容が薄くても、最後まで笑顔で話し続ける
ことです。ガイドラインの「臨機応変な対応力、会話継続への意欲」をお忘れなく。
【３】「外国語訳+質疑」の準備は万全。「質疑」ではなく「尋問」である。
一方、「外国語訳+質疑」では、試験実施サイドは、事前に、外国語訳すべき日本文とその日
本文に関する質問を入念に準備万端整えているはずであり、試験官は、用意された質問を矢
継ぎ早に受験者に問い、「全国通訳案内士として求められる対応」を五つの評価項目で評価
することになります。
ここでいう「質疑」は、「尋問」に近いもので、試験官は、「プレゼンテーション+質疑応答」で必
要とされるストレスもなく、「尋問」しながら、スイスイ評価できるので、いきおい、「外国語訳+
質疑」が試験の中心（ヤマ）になることは、容易に想像できます。
試験官としては、「外国語訳」でおおよその①受験者の語学力が分かり、「質疑」で②受験者
の知識と対応力が分かるので、この時点で、合否が決まってしまうと思われます。
つまり、「外国語訳+質疑」で失敗は許されません。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【５】第２次口述試験の出題形式と出題数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2013 年度～2021 年度】の出題形式と出題数の内訳は下記の通りです。
【2013 年度】：＜通訳問題＞6 題＋＜プレゼン問題＞18 題＝合計 24 題
【2014 年度】：＜通訳問題＞6 題＋＜プレゼン問題＞18 題＝合計 24 題
・昭和女子大で、＜合格率 80％指示事件＞という通訳案内士試験史上最大の不祥事が発生
しました！
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/f263db067120db161ac076c9505a057b
・昭和女子大で、試験会場（教室）の内容が廊下の次の受験者にダダ洩れする事件が発生。
駄々洩れは、2014 年度～2018 年度まで続きました。
http://www.hello.ac/dadamore.pdf
【2015 年度】：＜通訳問題＞26 題＋＜プレゼン問題＞78 題＝合計 98 題
【2016 年度】：＜通訳問題＞12 題＋＜プレゼン問題＞36 題＝合計 48 題
【2017 年度】：＜通訳問題＞12 題＋＜プレゼン問題＞36 題＝合計 48 題
【2018 年度】：＜外国語訳＞12 題＋＜プレゼン問題＞36 題＝合計 48 題
【2019 年度】：＜外国語訳＞12 題＋＜プレゼン問題＞36 題＝合計 48 題
【2020 年度】：＜外国語訳＞12 題＋＜プレゼン問題＞36 題＝合計 48 題
【2021 年度】：＜外国語訳＞12 題＋＜プレゼン問題＞36 題＝合計 48 題
【2013 年度～2020 年度】の＜通訳問題＞62 題、＜外国語訳＞48 題、＜プレゼン問題＞330 題の
合計は 440 題（＝項目）となります。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【６】【2013 年度～2021 年度】に 2 回～4 回出題された項目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●凡例：
（1）（2021 プレゼン）は、2021 年度のプレゼン問題に出題されたことを示します。
（2）（2013 通訳）は、2013 年度の通訳問題に出題されたことを示します。
（3）（2021 外国語訳）は、2021 年度の外国語訳問題に出題されたことを示します。
（4）★★★印は 4 回出題された項目を示します。
（5）★★印は 3 回出題された項目を示します。
（6）★印は 2 回出題された項目を示します。
（7）新幹線(P.16）は、新幹線が「日本的事象英文説明 300 選」の 16 ページに掲載されていること
を示します。
━━━━━━━━━━━━━━
4 回出題された項目（2 項目）
━━━━━━━━━━━━━━
★★★和食：（2015 通訳）（2018 外国語訳Ａ）（2018 外国語訳Ｂ）（2020 外国語訳）
★★★日本の城：（2014 通訳）（2015 通訳）（2015 プレゼン）（2016 プレゼン）
（参考）日本の城の種類とその特徴（2015 プレゼン）、江戸城（2016 プレゼン）
━━━━━━━━━━━━━━
3 回出題された項目（10 項目）
━━━━━━━━━━━━━━
★★温泉：（2013 通訳）（2018 外国語訳）（2021 外国語訳）
（参考）温泉に入る時に気をつけること（2013 プレゼン）、銭湯（2015 プレゼン）
草津温泉の特徴と行き方（2014 プレゼン）
★★居酒屋(P.42）：（2013 プレゼン）（2018 外国語訳）（2021 外国語訳）
★★鳥居(P.16）：（2016 通訳）（2018 プレゼン）（2021 プレゼン）
★★お彼岸(P.90）：（2015 プレゼン）（2018 プレゼン）（2021 プレゼン）
★★高野山：（2014 プレゼン）（2016 プレゼン）（2020 プレゼン）
★★旅館(P.16）：（2013 プレゼン）（2018 外国語訳）（2020 外国語訳）
★★新幹線(P.16）：（2013 プレゼン）（2013 通訳）（2020 外国語訳）
（参考）北陸新幹線（2014 プレゼン）
★★風鈴(P.106）：（2014 プレゼン）（2015 プレゼン）（2019 プレゼン）
★★お節料理(P.28）：（2015 プレゼン）（2017 プレゼン）（2019 外国語訳）
★★扇子(P.58）：（2013 プレゼン）（2015 通訳）（2015 プレゼン）
━━━━━━━━━━━━━━
2 回出題された項目（32 項目）
━━━━━━━━━━━━━━
★里山（2019 プレゼン）（2021 プレゼン）
★流鏑馬（2018 プレゼン）（2021 プレゼン）
★道後温泉（2017 通訳）（2021 プレゼン）
★七夕（2016 プレゼン）（2021 プレゼン）
★祇園祭（2013 通訳）（2021 プレゼン）
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★鎖国(P.12）：（2014 プレゼン）（2020 プレゼン）
★相撲(P.64）：（2019 外国語訳）（2020 外国語訳）
（参考）横綱（2015 プレゼン）、相撲力士（2015 通訳）、大相撲（2017 プレゼン）
★ラーメン：（2018 外国語訳）（2020 プレゼン）
★京都(P.20）：（2018 外国語訳）（2020 外国語訳）
★除夜の鐘(P.96）：（2018 プレゼン）（2020 プレゼン）
★ひな祭り（2016 プレゼン）、桃の節句（2019 プレゼン）【ひな祭り＝桃の節句、と扱う】
★おでん(P.30）：（2015 プレゼン）（2019 プレゼン）
★日本の祭り：（2014 通訳）（2019 外国語訳）
★道の駅：（2015 プレゼン）（2019 プレゼン）
★着物(P.100）：（2015 通訳）（2019 外国語訳）
（参考）振袖（2016 プレゼン）
★明治維新：（2014 プレゼン）（2019 プレゼン）
（参考）19 世紀に日本で起こったおおきな変化（2013 プレゼン）、黒船（2014 プレゼン）、
坂本龍馬（2015 プレゼン）、新選組（2015 プレゼン）、大政奉還（2020 プレゼン）
★寿司(P.26）：（2019 外国語訳Ａ）（2019 外国語訳Ｂ）
（参考）ちらし寿司（2017 プレゼン）、酢飯（2016 通訳）
★桜前線：（2017 プレゼン）（2019 外国語訳）
（参考）桜（2015 通訳）、紅葉狩り（2019 外国語訳）
★千羽鶴(P.58）：（2017 プレゼン）（2019 プレゼン）
★カプセルホテル：（2015 プレゼン）（2019 プレゼン）
★富士山(P.18）：（2013 プレゼン）（2016 通訳）
（参考）一富士二鷹三茄子（2017 プレゼン）
★偕楽園(P.24）：（2014 プレゼン）（2016 通訳）
★初詣(P.82）：（2014 プレゼン）（2016 プレゼン）
（参考）年末年始に行われること（2013 プレゼン）、福袋（2015 プレゼン）、
鏡開き（2016 プレゼン）、三が日（2018 プレゼン）
★厄年：（2014 プレゼン）（2016 プレゼン）
★渋谷スクランブル交差点：（2015 プレゼン）（2018 プレゼン）
★ししおどし：（2015 プレゼン）（2018 プレゼン）
★打ち水：（2015 プレゼン）（2018 プレゼン）
★絵馬(P.72）：（2013 プレゼン）（2017 プレゼン）
★神道(P.70）：（2015 プレゼン）（2017 プレゼン）
（参考）日本の宗教（2013 プレゼン）
★古墳(P.8）：（2014 プレゼン）（2015 通訳）
★忍者：（2015 プレゼン）（2015 通訳）
★漆器(P.54）：（2015 プレゼン）（2016 プレゼン）
★東海道五十三次：（2014 プレゼン）（2015 プレゼン）
★源氏物語：（2015 プレゼン）（2015 通訳）
★浮世絵(P.52）：（2013 プレゼン）（2013 通訳）
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━━━━━━━━━━━━━━
近似した内容の項目の出題
━━━━━━━━━━━━━━
●お刺身（2017 プレゼン）、刺身のつま（2020 プレゼン）
●働き方改革（2018 プレゼン）、テレワーク（2019 プレゼン）、ワーケーション（2020 プレゼン）、
リモート飲み会（2020 プレゼン）
●日本三景(P.22）（2014 プレゼン）、天橋立（2019 プレゼン）
●花火大会（2017 通訳）、花火（2019 外国語訳）
●お花見（2018 プレゼン）、紅葉狩り（2019 外国語訳）
●猫カフェ（2018 プレゼン）、メイドカフェ（2019 プレゼン）
●満員電車（2017 プレゼン）、ラッシュアワー（2019 プレゼン）
●三鷹の森ジブリ美術館（2017 通訳）、スタジオジブリ（2018 プレゼン）、アニメやコミックの聖地
巡礼（2019 プレゼン）
●日本の自然災害（2014 プレゼン）、自然災害（2019 外国語訳）
●日光東照宮陽明門（2017 通訳）、日光東照宮（2018 プレゼン）
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【７】ジャンル別出題分析と予想問題
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2013 年度～2021 年度】に出題された 440 題（＝項目）を 29 のジャンルに分類して、出題回数の
多い順に整理すると下記のようになります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１位】 食べ物・飲み物（57 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★★和食（2015 通訳）（2018 外国語訳Ａ）（2018 外国語訳Ｂ）（2020 外国語訳）
★★居酒屋（2013 プレゼン）（2018 外国語訳）（2021 プレゼン）
★★お節料理（2015 プレゼン）（2017 プレゼン）（2019 外国語訳）
★ラーメン（2018 外国語訳）（2020 プレゼン）
★おでん（2015 プレゼン）（2019 プレゼン）
★寿司（2019 外国語訳Ａ）（2019 外国語訳Ｂ）
すきやき(P.96）（2021 外国語訳）、年越しそば（2021 外国語訳）、わらびもち（2021 プレゼン）、かっ
ぱ巻き（2021 プレゼン）、流しそうめん（2021 プレゼン）、飴細工（2020 プレゼン）、刺身のつま
（2020 プレゼン）、日本酒（2020 外国語訳）、一汁三菜（2020 プレゼン）、ビアガーデン（2019 プレ
ゼン）、お好み焼き（2019 プレゼン）、味噌田楽（2019 プレゼン）、卵かけご飯（2019 プレゼン）、ご
当地（Ｂ級）グルメ（2019 プレゼン）、タピオカドリンク（2019 プレゼン）、鯛焼き（2019 プレゼン）、ま
んじゅう（2019 プレゼン）、もんじゃ焼き（2018 プレゼン）、食品サンプル（2018 プレゼン）、カツ丼
（2017 通訳）、パクチー（2017 通訳）、たこ焼き（2017 プレゼン）、燗酒（2017 プレゼン）、回転寿司
（2017 プレゼン）、ちらし寿司（2017 プレゼン）、割烹着（2017 プレゼン）、ジンギスカン（2017 プレ
ゼン）、お刺身（2017 プレゼン）、そば（2016 通訳）、おばんざい料理（2016 プレゼン）、山梨県のブ
ドウ（2016 通訳）、納豆（2016 プレゼン）、酢飯（2016 通訳）、恵方巻き（2015 プレゼン）、駅弁
（2015 通訳）、灘の酒（2015 通訳）、鍋料理（2015 プレゼン）、お茶漬け（2015 プレゼン）、懐石料
理（2015 プレゼン）、精進料理（2015 プレゼン）、付き出し（2015 プレゼン）、デパ地下（2015 プレゼ
ン）
＜予想問題＞①天ぷら ②寿司 ③しゃぶしゃぶ ④緑茶 ⑤抹茶 ⑥味噌 ⑦味噌汁
⑧うどん ⑨そうめん ⑩もち ⑪ちゃんこ鍋 ⑫牛丼
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【２位】 観光地（44 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★富士山（2013 プレゼン）（2016 通訳）
★偕楽園（2014 プレゼン）（2016 通訳）
★渋谷スクランブル交差点（2015 プレゼン）（2018 プレゼン）
★京都（2018 外国語訳）（2020 外国語訳）
犬山城（2021 プレゼン）、五島列島（2021 プレゼン）、道後温泉（2021 プレゼン）、城下町（2021 プ
レゼン）、三保の松原（2021 プレゼン）
皇居外苑（2020 外国語訳）、黒部ダム（2020 プレゼン）、国定公園（2019 プレゼン）、阿蘇（2019 プ
レゼン）、天橋立（2019 プレゼン）、金沢（2019 プレゼン）、軽井沢（2019 プレゼン）、桜島（2019 プ
レゼン）、箱根（2019 外国語訳）、鎌倉（2018 プレゼン）、知床（2018 プレゼン）、浅草（2018 外国語
訳）、奈良（2018 外国語訳）、琵琶湖（2018 プレゼン）、日本の国立公園（2016 プレゼン）
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グリーンツーリズム（2016 プレゼン）、屋形船（2017 通訳）、眼鏡橋（2016 通訳）、迎賓館（2016 通
訳）、日本橋（2016 通訳）、摩周湖（2016 通訳）、小京都（2015 プレゼン）、築地市場（2015 通訳）、
御朱印（2015 プレゼン）、棚田（2015 プレゼン）、出羽三山（2015 プレゼン）、日本アルプス（2014
プレゼン）、日本三景（2014 プレゼン）、白川郷（2014 通訳）、秋葉原（2013 通訳）、東北の魅力的
なスポット（2013 プレゼン）
＜予想問題＞（その 1）
・日本三景：①天橋立（京都府）（2019 プレゼン）、②松島（宮城県）、③厳島（広島県）
・小京都：①弘前（青森県）、②角館(かくのだて）（秋田県）、③高山（岐阜県）、④金沢（石川県）
（2019 プレゼン）、⑤尾道（広島県）、⑥津和野（島根県）、⑦萩（山口県）
・出羽三山：①羽黒山、②湯殿山、③月山（覚え方：歯の黒い相撲取りが、露天風呂で月を見た）
・日本三名山：①富士山、②立山、③白山
・日本三名園：①偕楽園（水戸）（2014 プレゼン）、②兼六園（金沢）、②後楽園（岡山）
＜予想問題＞（その 2）
①銀座 ②豊洲 ③松島 ④厳島 ⑤日光 ⑥津和野 ⑦比叡山 ⑧奈良公園
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【３位】 年中行事（34 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★七夕（2016 プレゼン）（2021 プレゼン）
★除夜の鐘（2018 プレゼン）（2020 プレゼン）
★ひな祭り（2016 プレゼン）、桃の節句（2019 プレゼン）【ひな祭り＝桃の節句、と扱う】
★お彼岸（2015 プレゼン）（2018 プレゼン）
★初詣（2014 プレゼン）（2016 プレゼン）
年越しそば（2021 外国語訳）、中秋の名月（2021 プレゼン）、彼岸（2021 プレゼン）、花火（2019 外
国語訳）、紅葉狩り（2019 外国語訳）、お花見（2018 プレゼン）、三が日（2018 プレゼン）、盆踊り
（2018 プレゼン）、灯籠流し（2018 プレゼン）、潮干狩り（2017 プレゼン）、一富士二鷹三茄子（2017
プレゼン）、シルバーウィーク（2017 プレゼン）、門松（2017 プレゼン）、お歳暮（2017 プレゼン）、七
草（2017 プレゼン）、鯉のぼり（2017 プレゼン）、花火大会（2017 通訳）、鏡開き（2016 プレゼン）、
文化の日（2016 プレゼン）、七五三（2015 プレゼン）、年末年始に行われること、（2013 プレゼン）、
福袋（2015 プレゼン）、冬至（2015 プレゼン）、日本のバレンタインデー（2015 プレゼン）、日本の
ハロウィン（2015 プレゼン）
＜予想問題＞①正月 ②成人の日 ③節分 ④夏至 ⑤こどもの日 ⑥田植え ⑦中元
⑧お盆 ⑨月見 ⑩紅葉狩 ⑪忘年会
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【４位】 歴史（34 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★★日本の城（2014 通訳）（2015 通訳）（2015 プレゼン）（2016 プレゼン）
★明治維新（2014 プレゼン）（2019 プレゼン）
★古墳（2014 プレゼン）（2015 通訳）
★鎖国（2014 プレゼン）（2020 プレゼン）
★忍者（2015 プレゼン）（2015 通訳）
渋沢栄一（2021 プレゼン）、五稜郭（2021 プレゼン）、出島（2021 プレゼン）、摂関政治（2021 プレ
ゼン）、文明開化（2021 プレゼン）、大政奉還（2020 プレゼン）、隠れキリシタン（2019 プレゼン）、
前方後円墳（2017 プレゼン）、江戸城（2016 プレゼン）、江戸時代の身分制度（2016 プレゼン）、町
人文化（2015 通訳）、聖徳太子（2015 プレゼン）、大奥（2015 プレゼン）、坂本龍馬（2015 プレゼ
ン）、日本の城の種類とその特徴（2015 プレゼン）、新選組（2015 プレゼン）、徳川家康（2015 プレ
ゼン）、卑弥呼（2015 プレゼン）、歴史的地区（2015 通訳）、黒船（2014 プレゼン）、江戸について
（2013 プレゼン）、侍（2013 プレゼン）、19 世紀に日本で起こったおおきな変化（2013 プレゼン）
＜予想問題＞①埴輪 ②朝廷 ③将軍 ④幕府 ⑤大名 ⑥武士道 ⑦踏み絵 ⑧寺子屋
⑨ペリー ⑩文明開化 ⑪富国強兵 ⑫徳川慶喜 ⑬紫式部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【５位】 生活習慣、生活様式（27 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★厄年（2014 プレゼン）（2016 プレゼン）
★着物（2015 通訳）（2019 外国語訳）
★ししおどし（2015 プレゼン）（2018 プレゼン）
★打ち水（2015 プレゼン）（2018 プレゼン）
ゆず湯（2020 プレゼン）、印鑑（2020 外国語訳）、お食い初め（2020 プレゼン）、手締め（2020 プレ
ゼン）、分煙（2019 プレゼン）、ゴミの分別（2019 プレゼン）、杉玉（2018 プレゼン）、割り勘（2018 プ
レゼン）、刺青（2018 外国語訳）、交番（2017 プレゼン）、風呂敷（2017 プレゼン）、下駄（2016 プレ
ゼン）、振袖（2016 プレゼン）、のれん（2015 プレゼン）、けん玉（2015 プレゼン）、地下足袋（2015
プレゼン）、優先席（2015 プレゼン）、戻ってきた財布（2015 通訳）、宝くじ（2014 プレゼン）
＜予想問題＞①ゆかた ②はちまき ③はっぴ ④足袋 ⑤草履 ⑥畳 ⑦床の間 ⑧障子
⑨ふすま ⑩お見合い ⑪仲人 ⑫歩行者天国 ⑬自動販売機
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【６位】 流行・社会現象・社会問題（20 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
多目的トイレ（2020 プレゼン）、免許返納（2020 プレゼン）、メイドカフェ（2019 プレゼン）、車椅子
（2019 外国語訳）、宅配ボックス（2019 プレゼン）、計画運休（2019 プレゼン）、ラッシュアワー
（2019 プレゼン）、終活（2018 プレゼン）、路上喫煙（2018 プレゼン）、猫カフェ（2018 プレゼン）、イ
ンスタ映え（2017 プレゼン）、テレビ離れ（2017 プレゼン）、満員電車（2017 プレゼン）、待機児童問
題（2017 プレゼン）、プレミアムフライデー（2017 通訳）、ドローン（2017 プレゼン）、一年を表す漢
字（2015 プレゼン）、流行語大賞（2015 プレゼン）、街コン（2015 プレゼン）、ハッピーマンデー
（2014 プレゼン）
＜予想問題＞①フクロウカフェ ②忍者カフェ ③少子高齢化社会 ④婚活 ⑤子供食堂
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【７位】 美術・工芸（23 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★扇子（2013 プレゼン）（2015 通訳）（2015 プレゼン）
★★風鈴（2014 プレゼン）（2015 プレゼン）（2019 プレゼン）
★浮世絵（2013 プレゼン）（2013 通訳）
★漆器（2015 プレゼン）（2016 プレゼン）
★千羽鶴（2017 プレゼン）（2019 プレゼン）
南部鉄器（2021 プレゼン）、障壁画（2021 プレゼン）、能面（2021 プレゼン）、根付（2021 プレゼン）、
日本刀（2020 外国語訳）、熊手（2020 プレゼン）、水引（2018 プレゼン）、盆栽（2016 プレゼン）、提
灯（2016 プレゼン）、和紙（2016 プレゼン）、招き猫（2015 プレゼン）
＜予想問題＞①生け花 ②茶の湯 ③書道 ④水墨画 ⑤菊人形 ⑥七宝焼 ⑦西陣織
⑧有形文化財 ⑨無形文化財 ⑩日本庭園 ⑪枯山水 ⑫石灯篭 ⑬風呂敷
⑭うちわ ⑮こけし
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【８位】 自然（20 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★梅雨（2017 通訳）（2020 プレゼン）
★桜前線（2017 プレゼン）（2019 外国語訳）
三寒四温（2021 プレゼン）、熱中症警戒アラート（2021 プレゼン）、鰯雲（2021 プレゼン）、風致地
区（2020 プレゼン）、春一番（2020 プレゼン）、気象警報（2019 プレゼン）、奥入瀬渓流（2017 プレ
ゼン）、干潟（2016 通訳）、チューリップ（2016 通訳）、山梨県のぶどう（2016 通訳）、桜（2015 通訳）、
日本の野生動物（2015 プレゼン）、ラムサール条約（2015 プレゼン）、日本の自然（2013 通訳）、
日本の湖（2013 プレゼン）、日本の季節ごとに見られる草花（2013 プレゼン）
＜予想問題＞①日本の気候 ②台風 ③日本の湿原 ④紅葉前線（モミジ前線）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【９位】 経済・ビジネス（18 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
IR（統合型リゾート）（2021 プレゼン）、デジタル庁（2021 プレゼン）、マイナンバーカード（2020 プレ
ゼン）、ワーケーション（2020 プレゼン）、敷金礼金（2020 プレゼン）、入湯税（2020 プレゼン）、電
子マネー（2020 外国語訳）、サブスクリプション（2020 プレゼン）、レジ袋有料化（2020 プレゼン）、
消費増税（2019 プレゼン）、テレワーク（2019 プレゼン）、太陽光発電（2018 プレゼン）、働き方改
革（2018 プレゼン）、リボ払い（2018 プレゼン）、根回し（2018 プレゼン）、日本の免税制度（2015 プ
レゼン）、日本の家電製品（2015 通訳）、ＩＣカード（2014 通訳）
＜予想問題＞①終身雇用 ②年功序列 ③ボーナス ④仮想通貨 ⑤AI（人工知能） ⑥IoT
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10 位】 宗教（15 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★鳥居（2016 通訳）（2018 プレゼン）（2021 プレゼン）
★絵馬（2013 プレゼン）（2017 プレゼン）
★神道（2015 プレゼン）（2017 プレゼン）
七福神（2021 プレゼン）、神輿（2020 プレゼン）、賽銭箱（2018 プレゼン）、神社（2016 プレゼン）、
地蔵（2015 プレゼン）、日本の宗教（2013 プレゼン）、鬼（2015 プレゼン）、仏像の種類と特徴
（2013 プレゼン）
＜予想問題＞①仏教 ②禅宗 ③座禅 ④寺 ⑤大仏 ⑥五重塔 ⑦だるま ⑧大安 ⑨釣鐘
⑩おみくじ ⑪こま犬 ⑫しめ縄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11 位】 スポーツ・娯楽（14 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★流鏑馬（2018 プレゼン）（2021 プレゼン）
★相撲（2019 外国語訳）（2020 外国語訳）
国立競技場（2021 プレゼン）、駅伝（2020 プレゼン）、大相撲（2017 プレゼン）、合気道（2016 プレ
ゼン）、ラジオ体操（2015 通訳）、殺陣（2015 プレゼン）、日本で人気のスポーツ（2015 プレゼン）、
横綱（2015 プレゼン）、相撲力士（2015 通訳）、日本でおすすめのスキー場（2013 プレゼン）
＜予想問題＞①柔道 ②空手 ③剣道 ④弓道 ⑤将棋 ⑥碁 ⑦e スポーツ
⑧東京オリンピック
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12 位】 祭り（13 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★祇園祭（2013 通訳）（2021 プレゼン）
★日本の祭り（2014 通訳）（2019 外国語訳）、秋田竿燈まつり（2019 プレゼン）、夏祭り（2017 プレ
ゼン）、ねぶた祭り（2017 通訳）、お盆（2016 プレゼン）、札幌雪祭り（2015 プレゼン）、火祭り（2015
プレゼン）、高山祭（2015 プレゼン）、ナマハゲ（2015 プレゼン）
＜予想問題＞
・京都三大祭：祇園祭、葵祭、時代祭
・日本三大祭：祇園祭、神田祭（東京）、天神祭（大阪）
・東北四大夏祭：七夕祭(仙台）、ねぶた祭（青森）、竿燈祭（秋田）、花笠祭（山形）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13 位】 寺、神社（12 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★高野山（2014 プレゼン）（2016 プレゼン）（2020 プレゼン）
厳島神社（2021 外国語訳）、正倉院（2018 プレゼン）、平等院鳳凰堂（2018 外国語訳）、日光東照
宮（2018 プレゼン）、金閣寺（2018 外国語訳）、伏見稲荷（2017 プレゼン）、厳島神社（2017 プレゼ
ン）、日光東照宮陽明門（2017 通訳）、出雲大社（2015 プレゼン）
＜予想問題＞①伊勢神宮 ②比叡山 ③中尊寺（金色堂） ④法隆寺 ⑤東大寺（奈良大仏）
⑤高徳院（鎌倉大仏） ⑥明治神宮 ⑦浅草寺 ⑧春日大社
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14 位】 日本人・国民性（11 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★里山（2019 プレゼン）（2021 プレゼン）
一期一会（2020 プレゼン）、無礼講（2018 プレゼン）、神対応（2018 プレゼン）、元号（2018 プレゼ
ン）、宮内庁（2017 プレゼン）、日本の家庭（2016 プレゼン）、天皇制度（2016 プレゼン）、日本人の
くせ（2015 プレゼン）、血液型（2015 プレゼン）、マナー（2014 通訳）
＜予想問題＞①本音と建前 ②義理と人情 ③わび・さび
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14 位】 教育・文化・アート（11 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
アニメやコミックの聖地巡礼（2019 プレゼン）、集団登下校（2018 プレゼン）、スタジオジブリ（2018
プレゼン）、コミックマーケット（2017 プレゼン）、三鷹の森ジブリ美術館（2017 通訳）、日本の数字
の数え方（2015 プレゼン）、日本のアイドル（2015 プレゼン）、田んぼアート（2015 プレゼン）、日本
のミュージカル（2015 プレゼン）、ひらがなとカタカナ（2014 通訳）、お受験（2013 プレゼン）
＜予想問題＞①漢字 ②ローマ字 ③日本の学校制度 ④修学旅行 ⑤予備校 ⑥塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【16 位】 乗り物（10 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★新幹線（2013 プレゼン）（2013 通訳）（2020 外国語訳）
リニアモーターカー（2018 プレゼン）、グリーン車（2018 プレゼン）北陸新幹線（2014 プレゼン）、駅
の自動改札（2016 プレゼン）、人力車（2016 プレゼン）、蒸気機関車（2015 プレゼン）、路面電車
（2015 プレゼン）
＜予想問題＞①電気自動車（EV） ②燃料電池自動車（FCV） ③水素自動車
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【17 位】 文学（9 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★源氏物語（2015 プレゼン）（2015 通訳）
★東海道五十三次（2014 プレゼン）（2015 プレゼン）
小倉百人一首（2020 プレゼン）、奥の細道（2020 プレゼン）、万葉集（2019 プレゼン）、夏目漱石
（2017 プレゼン）、川柳（2016 プレゼン）
＜予想問題＞①竹取物語 ②枕草子(清少納言） ③和歌(藤原定家） ④俳句（松尾芭蕉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【18 位】 温泉（8 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★温泉（2013 通訳）（2018 外国語訳）、温泉に入る時に気をつけること（2013 プレゼン）
★道後温泉（2017 通訳）（2021 プレゼン）
銭湯（2015 プレゼン）、野猿公苑（2015 通訳）、草津温泉の特徴と行き方（2014 プレゼン）
＜予想問題＞（その 1）
・三名泉：有馬温泉（兵庫）、草津温泉（群馬）、下呂温泉（岐阜）
（覚え方：名馬が、草食べて、ゲロ吐いた）
・三古泉：白浜温泉（和歌山）、有馬温泉（兵庫）、道後温泉（愛媛）
（覚え方：古い白馬が、道で後ずさりした）
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＜予想問題＞（その 2）①箱根温泉 ②熱海温泉 ③有馬温泉（大阪の奥座敷） ④草津温泉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【19 位】 観光ルート、街道（7 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★道の駅（2015 プレゼン）（2019 プレゼン）
お伊勢参り（2016 プレゼン）、ゴールデンルート（2015 プレゼン）、立山黒部アルペンルート（2015
プレゼン）、西国三十三箇所（2015 プレゼン）、中山道（2015 プレゼン）
＜予想問題＞（その 1）
・五街道：東海道、奥州街道、日光街道、甲州街道、中山道
・四国八十八箇所
＜予想問題＞（その 2） 広域観光周遊ルート
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【19 位】 宿泊施設（7 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★旅館（2013 プレゼン）（2018 外国語訳）（2020 外国語訳）
★カプセルホテル（2015 プレゼン）（2019 プレゼン）
城泊・寺迫（2021 外国語訳）、民泊（2017 プレゼン）
＜予想問題＞①ビジネスホテル
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【21 位】 建築様式（6 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金閣寺の構造（2015 プレゼン）、合掌造り（2015 プレゼン）、茶室の役割（2015 プレゼン）、書院造
（2015 プレゼン）、日本建築（2015 通訳）、日本における最大の木造建築（東大寺大仏殿）（2013
プレゼン）
＜予想問題＞①日本最古の木造建築（法隆寺） ②正倉院の構造（校倉造） ③武家造
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【21 位】 伝統芸能、音楽（6 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
講談（2020 プレゼン）、演歌（2017 通訳）、家元制度（2015 プレゼン）、神楽（2015 プレゼン）、歌舞
伎（2015 通訳）、日本の伝統芸能（2013 プレゼン）
＜予想問題＞①能 ②狂言 ③三味線 ④琴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【21 位】 コロナ関係（6 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
掃除の習慣（2020 外国語訳）、新しい生活様式（2020 プレゼン）、日本の感染症対策（2020 プレ
ゼン）、リモート飲み会（2020 プレゼン）、アマビエ（2020 プレゼン）、手洗いの習慣（2020 外国語
訳）
＜予想問題＞①緊急事態宣言 ②Go To トラベル
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【21 位】 地域に関する問題（6 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大阪（2016 通訳）、山梨県（2015 通訳）、福岡県の看板（2015 通訳）、青森県のりんご（2015 通訳）
東京湾の埋め立て地（2014 プレゼン）、東京が日本の他の地域と異なる点（2013 プレゼン）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【21 位】 世界遺産（6 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姫路城（2020 プレゼン）、熊野古道（2020 プレゼン）、百舌鳥古市古墳群（2019 プレゼン）、中山道
（2015 プレゼン）、日本の世界遺産（2015 プレゼン）、西洋国立美術館（2015 プレゼン）
＜予想問題＞（その 1）
・日本三大古道：①熊野古道（2020 プレゼン） ②奥の細道（2020 プレゼン） ③中山道（2015 プ
レゼン）
＜予想問題＞（その 2）①沖ノ島 ②富岡製糸場 ③日本の無形文化遺産
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【26 位】 自然災害（3 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
自然災害（2019 外国語訳）、日本の自然災害（2014 プレゼン）、2011 年の東日本大震災の最も被
害を受けた地域とその現状（2013 プレゼン）
＜予想問題＞①地震 ②台風
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【27 位】 ＮＨＫ大河ドラマ（3 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
渋沢栄一（2021 プレゼン）、軍師（2015 プレゼン）、風林火山（2015 プレゼン）
＜予想問題＞①徳川家康(2023 年放映予定) ②紫式部(2024 年放映予定) ③藤原道長
④清少納言（紫式部のライバル）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【28 位】 お札に描かれた人物（2 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 万円札に描かれた人物（福沢諭吉）（2015 プレゼン）、千円札に描かれた人物（野口英世）
（2015 プレゼン）
＜予想問題＞①5 千円札に描かれた人物（樋口一葉） ②2 千円札に描かれた人物（紫式部）
③渋沢栄一（新 1 万円札）、④津田梅子（新五千円札）、⑤北里柴三郎（新千円札）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【29 位】 お土産（2 回出題）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金沢の名産品（2015 プレゼン）、おすすめの日本のおみやげ（2015 プレゼン）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【８】「日本的事象英文説明 300 選」の出題実績
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
全国通訳案内士試験受験者のバイブル「日本的事象英文説明 300 選」からは、毎年、第１次筆
記試験、第２次口述試験に出題されています。下記は、2006 年度～2022 年度の出題実績です。
・凡例：( )内は、出題された年度、（１次／２次）別、（逐次通訳／プレゼンテーション／外国語
訳）別を示します。
【地理・歴史】
日本の気候
梅雨（2007 年２次)（2010 年２次)（2020 年２次
プレゼン)
台風（2007 年２次)
古墳（2014 年２次通訳)（2015 年２次通訳)
縄文文化
弥生文化
埴輪
朝廷
将軍（2006 年２次)（2007 年２次)
幕府（2010 年１次ドイツ語)（2013 年１次英語)
大名（2008 年２次)
侍（2013 年２次プレゼン)
武士道
鎖国（2012 年２次)（2014 年２次通訳)（2020 年
２次プレゼン)
踏絵
寺子屋
浪人
君が代

日光
箱根（2008 年２次)（2019 年１次スペイン語)
（2019 年２次外国語訳)
富士山（2006 年２次)（2012 年２次)（2013 年２
次プレゼン)
熱海
鎌倉
広島
青函トンネル
京都（2008 年２次)（2010 年２次) （2020 年２次
外国語訳)
奈良（2008 年２次)
阿蘇山
松島（2014 年２次通訳)
天橋立（2014 年２次通訳)
宮島（2014 年２次通訳)
後楽園
兼六園
偕楽園
【料理】
天ぷら
緑茶
抹茶
すきやき（2017 年１次英語)（2021 年２次外国
語訳)
にぎり鮨（2019 年２次外国語訳)
海苔巻
回転寿司（2017 年２次プレゼン)
刺身（2017 年２次プレゼン)
しゃぶしゃぶ（2013 年１次ドイツ語)（2017 年１
次英語)

【観光】
新幹線（2013 年２次通訳・プレゼン)（2020 年２
次外国語訳)
旅館（2013 年２次プレゼン)（2020 年２次外国
語訳)
民宿
ビジネスホテル
ペンション
カプセルホテル
芸者（2012 年１次ポルトガル語)
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お節料理（2015 年１次独語)（2015 年２次通訳)
（2017 年２次プレゼン)（2019 年１次韓国語)
（2019 年２次外国語訳)
懐石料理（2015 年２次プレゼン)
焼鳥（2013 年１次イタリア語)
おでん（2017 年１次英語)
かば焼
茶わん蒸し
味噌（2020 年１次英語)
みそ汁
うどん
そば
そうめん（2019 年１次フランス語)
石焼きいも（2012 年１次イタリア語)
酒（2008 年２次)（2020 年２次外国語訳)
焼酎（2008 年２次)（2015 年１次独語)
とそ
雑煮
もち
汁粉（2012 年１次中国語)
精進料理（2015 年２次プレゼン)
ちゃんこ鍋（2017 年１次英語)
お茶漬（2015 年２次プレゼン)
漬物
赤飯
丼物
牛丼
幕の内弁当
雑炊
佃煮
こんにゃく
かつお節
竹輪
かまぼこ
納豆（2016 年２次プレゼン)
お好み焼き
たこやき（2015 年１次ポルトガル語)（2017 年２
次プレゼン)
まんじゅう
ようかん

おはぎ
せんべい
立ち食いそば（2018 年１次スペイン語)
屋台（2012 年１次ドイツ語)
ファミリーレストラン
居酒屋（2013 年１次イタリア語)（2013 年２次プ
レゼン) （2018 年２次外国語訳) （2021 年１次
イタリア語) （2021 年１次ロシア語)
割箸
おしぼり
【伝統演劇・音楽】（2013 年２次プレゼン)
落語（2015 年１次独語) （2021 年２次プレゼ
ン)
尺八
歌舞伎（2009 年２次)（2015 年２次通訳)（2017
年１次英語)（2018 年１次ポルトガル語)
能（2017 年１次英語)
狂言（2017 年１次英語)
文楽（2009 年２次)（2017 年１次英語)（2020 年
１次英語)
浄瑠璃
雅楽（2017 年１次英語)
花道（2013 年１次ロシア語)
黒衣（2012 年１次ロシア語)
漫才
三味線
琴
琵琶
演歌（2007 年２次)
【美術・工芸】
生け花
茶の湯（2010 年２次)（2014 年１次イタリア語)
書道
書き初め（2010 年１次韓国語)（2020 年１次ド
イツ語)
すずり
水墨画
浮世絵（2013 年２次通訳・プレゼン)
菊人形
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磁器（2014 年１次英語)
陶器
漆器（2015 年２次プレゼン)（2016 年２次プレ
ゼン)（2019 年１次イタリア語)
七宝焼
西陣織
友禅
十二支
重要文化財
有形文化財
無形文化財（2013 年１次フランス語)
日本庭園（2008 年２次)（2010 年１次タイ語)
枯山水（2012 年１次ロシア語)（2018 年１次イタ
リア語)
借景
石灯籠
盆栽（2009 年２次)（2016 年２次プレゼン)
俳句（2009 年２次)（2012 年１次英語)
和歌（2012 年１次英語)
風呂敷（2013 年１次英語)（2014 年１次ドイツ
語)
扇子（2014 年１次スペイン語)（2015 年２次通
訳)
うちわ
こけし（2019 年１次中国語：簡体字、繁体字)
招き猫（2009 年２次)（2015 年２次プレゼン)
（2022 年１次イタリア語)
折紙
千羽鶴（2017 年２次プレゼン)
のし
根付
判子（2020 年２次外国語訳)

道場
相撲（2008 年２次)（2017 年２次プレゼン)
（2019 年２次外国語訳)（2020 年２次外国語
訳)
高校野球
ゲートボール
はねつき
たこあげ
将棋
碁
マージャン
パチンコ
カラオケ（2012 年１次英語)
じゃんけん
【宗教】（2013 年２次プレゼン)
神道（2012 年２次)（2013 年１次イタリア語)
（2015 年２次通訳)
仏教（2012 年２次)（2013 年１次イタリア語)
儒教
禅宗
座禅
神社（2007 年２次)（2008 年２次)（2016 年２次
プレゼン)（2017 年２次プレゼン)
寺（2006 年２次)（2007 年２次)
鳥居（2006 年２次)（2012 年１次英語)（2021 年
２次プレゼン)
大仏
日本の塔
さいせん箱
だるま（2013 年１次ドイツ語)（2018 年１次英
語)
大安
仏滅
檀家
釣鐘
数珠
木魚
観音
地蔵（2015 年２次プレゼン)

【スポーツ・娯楽】
柔道
合気道（2016 年２次プレゼン)
空手（2015 年１次英語)
剣道
弓道（2019 年１次イタリア語)
長刀
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お守り（2014 年１次英語)
絵馬（2013 年２次プレゼン)（2014 年１次ドイツ
語)（2017 年２次プレゼン)（2021 年１次イタリア
語)
おみくじ（2018 年１次イタリア語)
神輿（2020 年２次プレゼン)
こま犬
しめ縄
七福神
稲荷神社

田植え
七夕（2021 年２次プレゼン)
海の日
暑中見舞状
中元
お盆（2009 年２次)（2016 年２次プレゼン)
盆踊り（2012 年２次)
敬老の日
秋分の日
彼岸（2015 年２次プレゼン)（2021 年２次プレ
ゼン)
体育の日
月見
紅葉狩
文化の日（2016 年２次プレゼン)
七五三（2009 年２次)（2014 年１次ドイツ語)
（2016 年２次プレゼン)（2019 年１次中国語：簡
体字、繁体字)
勤労感謝の日
天皇誕生日
歳暮（2017 年２次プレゼン)
忘年会（2010 年２次)（2015 年１次イタリア語)
大晦日
年越しそば（2021 年２次外国語訳)
除夜の鐘（2020 年２次プレゼン)
国民の祝日
祇園祭（2013 年２次通訳)（2017 年１次英語)
時代祭（2017 年１次英語) （2021 年２次外国
語訳)
葵祭（2017 年１次英語)
昭和の日

【文化行事・祝祭日】
正月（20010 年２次)
締め飾り
門松（2015 年１次ロシア語)（2015 年１次スペ
イン語)（2017 年２次プレゼン)
初夢
年賀状
お年玉（2013 年１次英語)
初詣（2014 年２次通訳)（2016 年２次プレゼン)
新年会
成人の日（2012 年１次ポルトガル語)（2015 年
１次イタリア語)
節分
雪祭
建国記念の日
ひな祭（2013 年１次スペイン語)（2015 年１次
中国語：簡体字)（2016 年２次プレゼン)（2019
年１次フランス語)
春分の日
みどりの日
憲法記念日
花見（2010 年２次)（2015 年１次ポルトガル語)
ゴールデンウィーク（2013 年１次ドイツ語)
端午の節句（2019 年１次ドイツ語)
子供の日（2012 年１次イタリア語)
こいのぼり（2017 年２次プレゼン)（2020 年１次
フランス語)（2020 年１次イタリア語) （2020 年
１次ポルトガル語)（2020 年１次ロシア語)
（2020 年１次タイ語)

【生活様式】
浴衣
はかま
はちまき
角隠し
紋付
着物（2006 年２次)（2010 年２次)（2015 年２次
通訳) （2019 年２次外国語訳)
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振袖（2010 年１次韓国語)（2016 年２次プレゼ
ン)
帯
羽織
はっぴ
十二単衣（2012 年１次ロシア語)
足袋
草履
下駄（2016 年２次プレゼン)
日本髪
団地
玄関
障子
ふすま
畳
床の間（2019 年１次ロシア語)
掛軸
屏風
のれん（2015 年１次韓国語)（2015 年２次プレ
ゼン)
風鈴（2014 年２次通訳)（2015 年２次プレゼン)
ちょうちん（2016 年２次プレゼン)
座布団
布団
お見合い
結納
仲人
三三九度
せんべつ
心中
家紋
宝くじ（2014 年２次通訳)
歩行者天国
ビアガーデン
銭湯（2015 年２次プレゼン)（2021 年１次英語・
フランス語・スペイン語・イタリア語・ロシア語・
ポルトガル語)
自動販売機
交番（2017 年２次プレゼン)

【教育】
予備校
塾
日本の学校制度（2019 年１次ドイツ語)
修学旅行
ローマ字
漢字（2010 年２次)
ひらがな（2010 年２次)（2014 年２次通訳)
かたかな（2014 年２次通訳)
【ビジネス】
終身雇用（2010 年１次フランス語)（2018 年１
次ロシア語)
年功序列
根回し
稟議
単身赴任
ボーナス
社宅
【日本人】
わび・さび
義理・人情（2009 年２次)
本音・建前（2012 年２次)
天皇（2013 年１次タイ語)（2016 年２次プレゼ
ン)
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【９】「日本的事象英文説明 300 選」の 第２次口述試験（全外国語共通）の出題実績
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2013 年度～2021 年度には、＜通訳＞18 題、＜外国語訳＞18 題、＜プレゼン＞87 題の
合計 123 題が出題され、各年度の内訳は下記の通りです。
●2013 年度（計 13 題出題）
＜通訳＞（３題）
新幹線(P.16)
祇園祭(P.96)
浮世絵 (P.52)

おせち料理(P.26)
歌舞伎(P.44)
相撲力士(P.64)
神道(P.70)
着物(P.100)

＜プレゼン＞(10 題)
侍について(P.10)
旅館について(P.16)
新幹線について(P.16)
富士山(P.18)
居酒屋について(P.42)
日本の伝統芸能について(P.44)
浮世絵について(P.52)
日本の宗教について(P.70)
絵馬について(P.76)
日本で年末年始に行われること
(P.80・82・94・96)

＜プレゼン＞(14 題)
カプセルホテル(P.18)
懐石料理(P.28)
おでん(P.30)
お茶漬け(P.34)
精進料理(P.34)
漆器(P.52)
招き猫(P.58)
日本で人気のスポーツ(P.62)
お地蔵さん(P.76)
札幌雪まつり(P.82)
お彼岸(P.90)
風鈴(P.106)
のれん(P.106)
銭湯(P.112)

●2014 年度（計 9 題出題）
＜通訳＞（２題）
ひらがなとカタカナ(P.116)
祇園祭(P.96)

●2016 年度（計 19 題出題）
＜通訳＞（４題）
そば(P.6)
鳥居(P.72)
富士登山(P.18)
偕楽園(P.24)

＜プレゼン＞(７題)
古墳(P.8)
鎖国(P.12)
北陸新幹線(P.16)
日本三景(P.22)
初詣(P.82)
宝くじ(P.110)
風鈴(P.106)

＜プレゼン＞(15 題)
納豆(P.38)
漆器(P.52)
盆栽(P.56)
合気道(P.62)
神社(P.72)
初詣(P.82)

●2015 年度（計 21 題出題）
＜通訳＞（７題）
古墳(P.6)
扇子(P.22)

26

ひな祭り(P.84)
七夕(P.88)
お盆(P.90)
文化の日(P.92)
七五三(P.92)
振袖(P.102)
提灯(P.108)
下駄(P.104)
天皇制度(P.123)

花見(P.86）
三が日(正月)(P.80）
盆踊り(P.90）
彼岸(P.90）
除夜の鐘(P.96）
根回し(P.118）
●2019 年度（計 13 題出題）
＜外国語訳＞（５題）
箱根(P.18）
相撲(P.64）
寿司(P.26）
着物(P.100）
お節料理(P.28）

●2017 年度（計 15 題出題）
＜通訳＞（２題）
梅雨(P.8)
日光東照宮陽明門(P.18)
＜プレゼン＞（13 題）
交番(P.112)
たこ焼き(P.38)
絵馬(P.76)
神道(P.70)
回転寿司(P.28)
門松(P.80)
大相撲(P.64)
千羽鶴(P.58)
お刺身(P.28)
お歳暮(P.94)
風呂敷(P.58)
おせち料理(P.28)
鯉のぼり(P.86)

＜プレゼン＞（８題）
おでん(P.30）
まんじゅう(P.39）
桃の節句(P.84 ジ）
風鈴(P.106）
千羽鶴(P.58）
天橋立(P.22）
お好み焼き(P.38）
ビアガーデン(P.112）
●2020 年度（計 9 題出題）
＜外国語訳＞（５題）
新幹線(P.16)
旅館(P.16）
京都(P.20）
日本酒(P.32）
相撲(P.64）

●2018 年度（計 14 題出題）
＜外国語訳＞（４題）
旅館(P.16）
京都(P.20）
奈良(P.22）
居酒屋(P.42）

＜プレゼン＞（４題）
梅雨(P.8）
鎖国(P.12）
御輿(P.78）
除夜の鐘(P.96）

＜プレゼン＞（10 題）
日光東照宮(P.18）
鎌倉(P.20）
鳥居(P.72）
賽銭箱(P.72）
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●2021 年度（計 10 題出題）
＜外国語訳＞（４題）
すき焼き(P.26)
居酒屋(P.40)
年越しそば(P.94)
＜プレゼン＞（６題）
そうめん(P.32)
落語(P.44)
根付(P.60)
鳥居(P.72)
七夕(P.88)
彼岸(P.90)
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2021 年度第２次口述試験問題
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●【10：00～11：00】（その１）
＜プレゼン問題＞
①犬山城 ②中秋の名月 ③国立競技場
＜外国語訳問題＞（居酒屋）：（「300 選」Ｐ.40）（2013 プレゼン）（2018 外国語訳）
日本の居酒屋に入ると、すぐに小皿にのった少量の料理が出てきます。これはお通しと呼ばれ、
関西ではつきだしと呼ばれます。お通しは頼んでいないのに料金がかかり、これを知らない外
国人の中には不満に思う人もいます。お通しは席料と説明されることもあります。
●【10：00～11：00】（その２）
＜プレゼン問題＞
①里山 ②七福神 ③わらびもち
＜外国語訳問題＞人気キャラクター
アニメ、マンガ、ゲームなどの人気キャラクターは、フィギュア、文房具の商品になっていたり、
洋服にプリントされるなどとても人気があり、色々な店が取り扱っています。人気キャラクター商
品は、もともとは子供向けでしたが、現在では大人向けの商品も増えてきており、老若男女問
わず幅広い年代の人々向けに販売されています。
●【11：00～12：00】（その１）
＜プレゼン問題＞
①IR（統合型リゾート） ②流鏑馬 ③南部鉄器
＜外国語訳問題＞温泉（2013 通訳）（2018 外国語訳）（2021 外国語訳）
日本には、27,000 以上の温泉の源泉があり、温かいお湯が自然に湧き出ることはとてもありが
たいことです。温泉は、けがや病気に効くので、古くから温泉は神聖な場所としてあがめられて
きました。現在、温泉地には旅館やホテルが立ち並び、観光客だけではなく、湯治目的のため
に多くの人が訪れます。
●【11：00～12：00】（その２）
＜プレゼン問題＞
①酉の市 ②かっぱ巻き ③五島列島
＜外国語訳問題＞城泊・寺泊
日本では、近年、地域振興のため、寺泊や城泊などの体験型観光を促進しています。2018 年
には世界遺産でもある京都の仁和寺が、2020 年には愛媛の大洲城が、1 泊 100 万円で宿泊を
提供して話題になりました。
●【13：00～14：00】（その１）
＜プレゼン問題＞
①彼岸（「300 選」Ｐ.90） ②高齢者マーク ③道後温泉
＜外国語訳問題＞東京スカイツリー
東京スカイツリーは、地上デジタル放送を送るために建設された日本で一番高い電波塔です。
展望台からは、東京全域だけでなく、富士山や房総半島まで見ることができます。１階には商
業施設もあり、世界中から多くの外国人観光客が訪れる人気の観光スポットになっています。
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●【13：00～14：00】（その２）
＜プレゼン問題＞
①五稜郭 ②森林浴 ③障壁画
＜外国語訳問題＞祇園祭（「300 選」Ｐ.96）（2013 通訳）
毎年 7 月、京都の八坂神社で開催される「祇園祭」は、日本三大祭に数えられる祭りです。ユ
ネスコの無形文化遺産にも登録されています。祇園祭は平安時代に疫病をおはらいするため
に始まりました。1 か月をかけた祭りですが、ハイライトとなるのは、7 月 17 日、7 月 24 日の二
日間です。巨大な「山鉾」が街の真ん中を練り歩き、多くの観光客が国内外から訪れます。
●【14：00～15：00】（その１）
＜プレゼン問題＞
①デジタル庁 ②城下町 ③七夕飾り（「300 選」Ｐ.88）（2016 通訳）
＜外国語訳問題＞出汁
日本料理において、出汁は素材の味を引き立てるものとして重要な要素です。出汁は、昆布や
鰹節を使って作ります。出汁は、煮物や味噌汁、だし巻き卵、そばやうどんなどに使われます。
最近は、顆粒状のものやティーバッグに入った出汁も売られています。
●【14：00～15：00】（その２）
＜プレゼン問題＞
①三寒四温 ②出島 ③能面
＜外国語訳問題＞露天風呂
海沿いや渓谷沿いには多くの温泉があり、その温泉には露天風呂があるところもあります。自
然を見ながら、また星空を見ながらの入浴は開放感を感じることができます。最近では、温泉
地以外に街中でも露天風呂のある温泉施設があります。
●【15：45～16：45】（その１）
＜プレゼン問題＞
①根付（「300 選」Ｐ.60） ②鳥居（「300 選」Ｐ.72）（2013 通訳）（2017 プレゼン）（2018 通訳）（2021
プレゼン） ③渋沢栄一
＜外国語訳問題＞年越しそば
細く長いそばは、昔から、縁起の良い食べ物として考えられてきました。日本人は、そばのよう
に細く長くという長寿の願いを込めて年越しそばを食べます。多くの人は夜遅くなってから、日
が変わる前までに蕎麦を食べますが、夕食に食べる人もいます。大晦日には、スーパーなどで
生そばやエビの天ぷらが大量に売られ、日本の年末の風物詩となっています。
●【15：45～16：45】（その２）
＜プレゼン問題＞
①摂関政治 ②落語（「300 選」Ｐ.44） ③左団扇
＜外国語訳問題＞上野公園
東京の上野には、上野動物園、世界文化遺産に登録された国立西洋美術館をはじめ多くの文
化施設、歴史ある神社やお寺、のどかな不忍池などがあります。また、歩いて数分のところに
アメ横もあり、外国人に人気の秋葉原も近くです。このように、上野は、外国人観光客が一日か
けて楽しめるエリアです。
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●【16：45～17：45】（その１）
＜プレゼン問題＞
①鰯雲 ②熱中症警戒アラート ③三保松原
＜外国語訳問題＞すき焼き（「300 選」Ｐ.26）
すき焼きは日本の伝統的な料理のひとつで、薄切りの牛肉、シイタケ、ねぎなどをテーブルに
用意した浅い鉄鍋で、割りしたと呼ばれる、醤油、みりん、砂糖を混ぜたソースと一緒に料理し
ます。食べるときには溶き卵につけて食べます。すき焼きは、比較的高級ですが、外国人にも
人気があります。最後には、うどんを入れて食べることが多いです。
●【16：45～17：45】（その２）
＜プレゼン問題＞
①特大荷物スペースつき座席 ②文明開化 ③流しそうめん
＜外国語訳問題＞厳島神社
厳島神社は瀬戸内海に浮かぶ神社で、「安芸の宮島」とも呼ばれ日本三景の 1 つに数えられ
ています。平家からの信仰で有名で、平清盛により現在の海上に立つ大規模な社殿が整えら
れました。海の上に浮かぶ大鳥居は、干潮の時には歩いてくぐることができます。
以上
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