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【１】＜プレゼン問題＞の分析と対策 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本書は、2013 年度～2021 年度に出題されたすべての＜プレゼン問題＞を分析、整理し、受験者

の対策準備に供することを目的に作成されたものです。 

●2013年度～2021年度に出題された＜プレゼン問題＞は合計330題です。

【2013年度】 3題×1（組）×6（時間帯）＝合計18題

【2014年度】 3題×1（組）×6（時間帯）＝合計18題

【2015年度】 3題×4（組）×5（時間帯）＋3題×6（組）×1（時間帯）＝合計78題

【2016年度】 3題×2（組）×6（時間帯）＝合計36題

【2017年度】 3題×2（組）×6（時間帯）＝合計36題

【2018年度】 3題×2（組）×6（時間帯）＝合計36題

【2019年度】 3題×2（組）×6（時間帯）＝合計36題

【2020年度】 3題×2（組）×6（時間帯）＝合計36題

【2021年度】 3題×2（組）×6（時間帯）＝合計36題

総合計＝330題 

●3 回出題されたものは下記の 3 題です。赤字の年度は、直近での出題年度を示します。

(1) 彼岸 （2015、2018、2021）

(2) 高野山（2014、2016、2020）

(3) 風鈴（2014、2015、2019）

●2 回出題されたものは下記の 20 題です。赤字の年度は、直近での出題年度を示します。

(1) 鳥居（2018、2021）

(2) 里山（2019、2021）

(3) 流鏑馬（2018、2021）

(4) 鎖国(2014、2020)

(5) 除夜の鐘（2018、2020）

(6) 明治維新（2014、2019）

(7) おでん（2015、2019）

(8) 桃の節句（＝ひな祭り）（2016、2019）

(9) 道の駅（2015、2019）

(10) カプセルホテル（2015、2019）

(11) 千羽鶴（2017、2019）

(12) 渋谷スクランブル交差点（2015、2018）

(13) ししおどし（2015、2018）

(14) 打ち水（2015、2018）

(15) 絵馬（2013、2017）

(16) 初詣（2014、2016）

(17) 厄年（2014、2016）

(18) 漆器（2015、2016）

(19) 日本の城の種類（2015、2016）

(20) 東海道五十三次（2014、2015）
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●330 題を 28 のジャンルに分類して、出題回数の多い順に整理し、出題年度ごとにまとめると、

下記のようになります。但し、高野山のように、複数のジャンルに属する項目もあります。

＜凡例＞ 

★★★を付した項目・事項は、最重要であることを示します。

★★を付した項目・事項は、非常に重要であることを示します。

★を付した項目・事項は、重要であることを示します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１位）観光地、観光関連（61 回出題）★★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】犬山城、国立競技場、五島列島、道後温泉、五稜郭、出島、三保の松原 

【2020】高野山（2014、2016、2020）、奥の細道、熊野古道、黒部ダム、姫路城 

【2019】桜島、百舌鳥古市古墳群、軽井沢、金沢、天橋立、阿蘇、国定公園 

【2018】渋谷スクランブル交差点（2015、2018）、日光東照宮、正倉院、鎌倉、琵琶湖、知床、 

お花見、猫カフェ 

【2017】民泊、桜前線、人力車、奥入瀬渓流、伏見稲荷、厳島神社 

【2016】高野山（2014、2016、2020）、日本の世界遺産、国立西洋美術館、江戸城、 

日本の国立公園、グリーンツーリズム、お伊勢参り 

【2015】渋谷スクランブル交差点（2015、2018）、東海道五十三次（2014、2015）、 

おすすめの日本のお土産、小京都、御朱印、札幌雪祭り、ゴールデンルート、火祭り、 

出羽三山、日本の湖、西国三十三箇所、合掌造り、田んぼアート、 

立山黒部アルペンルート、出雲大社、棚田 

【2014】高野山（2014、2016、2020）、東海道五十三次（2014、2015）、日本アルプス、 

【2013】富士山、東北の魅力的なスポット 

●予想問題

★★★比叡山、明治神宮、銀座、東京スカイツリー、浅草、秋葉原

★★日本三景（松島、宮島、天橋立）、松本城

★別府温泉、熱海、皇居東御苑

●高野山が 3 回も出て、何故、比叡山がでないのか。今年こそ、出そうな気がします！

●観光バス定番訪問地（Sunrise Tours、 Japan Gray Line の 2020 年のパンフレットより)

・東京：明治神宮、東京タワー、皇居東御苑、銀座、浅草、日光、箱根

・京都：平安神宮、八坂神社、竜安寺、二条城、三十三間堂、伏見稲荷、祇園、宇治平等院

・奈良：東大寺、奈良公園、春日大社

・その他：高野山、広島、姫路、松江城、大阪

●国宝五城：彦根城、姫路城、松江城、松本城、犬山城

覚え方：引っ越しで、姫が待つ待つ、クロネコ来なくて、犬がワンワン。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（２位）歴史（その 1）（51 回出題）★★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】流鏑馬（2018、2021）、渋沢栄一、五稜郭、出島、城下町、摂関政治、文明開化 

【2020】鎖国(2014、2020)、大政奉還、小倉百人一首 

【2019】明治維新（2014、2019）、万葉集、百舌鳥古市古墳群、隠れキリシタン 

【2018】流鏑馬（2018、2021）、正倉院、日光東照宮、元号 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%87%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E7%AD%89%E9%99%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%B1%9F%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AC%E5%B1%B1%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E9%8F%91%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E6%B2%A2%E6%A0%84%E4%B8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E7%A8%9C%E9%83%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8E%E4%B8%8B%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%91%82%E9%96%A2%E6%94%BF%E6%B2%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%98%8E%E9%96%8B%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%96%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%94%BF%E5%A5%89%E9%82%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E4%BA%BA%E4%B8%80%E9%A6%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E8%91%89%E9%9B%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E8%88%8C%E9%B3%A5%E3%83%BB%E5%8F%A4%E5%B8%82%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E7%BE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%A0%E3%82%8C%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%BF%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E9%8F%91%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%80%89%E9%99%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%8F%B7


【2017】伏見稲荷、前方後円墳、厳島神社 

【2016】日本の城の種類（2015、2016）、江戸城、江戸時代の身分制度、天皇制度、 

お伊勢参り 

【2015】鎖国(2014、2020)、日本の城の種類とその特徴（2015、2016）、 

東海道五十三次（2014、2015）、軍師、書院造、聖徳太子、西国三十三箇所、大奥、 

坂本竜馬、新撰組、風林火山、徳川家康、忍者、卑弥呼、中山道、源氏物語 

【2014】明治維新（2014、2019）、東海道五十三次（2014、2015）、古墳、黒船 

日本における最大の木造建築（東大寺のこと） 

【2013】浮世絵、侍、19 世紀に日本に起こった大きな変化について、江戸について 

●予想問題 

★★★（鎌倉時代に注目！）源頼朝、北条義時、武家造、元寇（蒙古来襲） 

★★平家物語（平氏興亡の物語） 

★鶴岡八幡宮(鎌倉幕府 3 代将軍源実朝が甥の公暁(源頼家の次男)に暗殺されたところ) 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（２位）歴史（その 2）（幕末～明治）（18 回出題）★★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】渋沢栄一、五稜郭、文明開化 

【2020】鎖国(2014、2020)、大政奉還 

【2019】明治維新（2014、2019） 

【2018】元号 

【2017】 

【2016】江戸城、江戸時代の身分制度、天皇制度 

【2015】坂本竜馬、新撰組 

【2014】鎖国(2014、2020)、明治維新（2014、2019）、黒船 

【2013】19 世紀に日本に起こった大きな変化について 

●予想問題 

★★★鹿鳴館、マシュー・カルブレイス・ペリー（Matthew Calbraith Perry）、津田梅子 

★★伊藤博文、薩長同盟、戊辰戦争、西南戦争 

★トーマス・ブレイク・グラバー（Thomas Blake Glover）、西郷隆盛、勝海舟、福沢諭吉 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（３位）流行・社会現象・社会問題（50 回出題）★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】高齢者マーク、デジタル庁、熱中症警戒アラート、特大荷物スペース付き座席 

【2020】免許返納、レジ袋有料化、サブスクリプション、みんなのトイレ（多目的トイレ）、 

敷金礼金、風致地区、マイナンバーカード 

【2019】道の駅（2015、2019）、メイドカフェ、アニメやコミックの聖地巡礼、宅配ボックス、 

計画運休、ラッシュアワー、消費税増税、気象警報、分煙 

【2018】猫カフェ、スタジオジブリ、太陽光発電、神対応、終活、集団登下校、リボ払い、 

リニアモーターカー、路上喫煙 

【2017】インスタ映え、待機児童問題、テレビ離れ、満員電車、コミックマーケット、ドローン 

【2016】日本の免税制度、日本の家庭、駅の自動改札 

【2015】道の駅（2015、2019）、お受験、1 年を表す漢字、流行語大賞、日本で人気のスポーツ、 

街コン、優先席、日本のミュージカル、日本のアイドル、日本のハロウィン 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E6%96%B9%E5%BE%8C%E5%86%86%E5%A2%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%B3%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9A%87%E5%88%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E8%94%AD%E5%8F%82%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%96%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%BA%94%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%AC%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E5%B8%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B8%E9%99%A2%E9%80%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E5%BE%B3%E5%A4%AA%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%9B%BD%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%A5%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E6%9C%AC%E9%BE%8D%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E9%81%B8%E7%B5%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E6%9E%97%E7%81%AB%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%BA%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%8D%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%91%E5%BC%A5%E5%91%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E6%B0%8F%E7%89%A9%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%BA%94%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%AC%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%A2%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E8%88%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E9%9A%86%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AE%E4%B8%96%E7%B5%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E9%A0%BC%E6%9C%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E7%BE%A9%E6%99%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%AE%B6%E9%80%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%AF%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%B6%E7%89%A9%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B6%B4%E5%B2%A1%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E5%AE%9F%E6%9C%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%9A%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E6%B2%A2%E6%A0%84%E4%B8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E7%A8%9C%E9%83%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%98%8E%E9%96%8B%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%96%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%94%BF%E5%A5%89%E9%82%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9A%87%E5%88%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E6%9C%AC%E9%BE%8D%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E9%81%B8%E7%B5%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%96%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E8%88%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E9%B3%B4%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E7%94%B0%E6%A2%85%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E5%8D%9A%E6%96%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E9%95%B7%E5%90%8C%E7%9B%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%8A%E8%BE%B0%E6%88%A6%E4%BA%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%8D%97%E6%88%A6%E4%BA%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E9%9A%86%E7%9B%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%9D%E6%B5%B7%E8%88%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E6%BE%A4%E8%AB%AD%E5%90%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%80%85%E6%A8%99%E8%AD%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%BA%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E8%AD%A6%E6%88%92%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1#%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%B6%88%E3%81%97%EF%BC%88%E8%87%AA%E4%B8%BB%E8%BF%94%E7%B4%8D%EF%BC%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%B8%E8%A2%8B#%E5%89%8A%E6%B8%9B%E3%83%BB%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%96%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%AE%A4#%E5%A4%9A%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%82%BC%E3%83%AD%E7%89%A9%E4%BB%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E8%87%B4%E5%9C%B0%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E3%81%AE%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E7%B3%BB%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E5%BA%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A1%E7%A4%BC_(%E9%80%9A%E4%BF%97)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%85%E9%85%8D%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E7%94%BB%E9%81%8B%E4%BC%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E6%99%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E8%AD%A6%E5%A0%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E7%85%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8C%AB%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%82%E6%B4%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E7%99%BB%E4%B8%8B%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%89%95%E3%81%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E4%B8%8A%E5%96%AB%E7%85%99%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E4%BE%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/Instagram#%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E6%98%A0%E3%81%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%85%E6%A9%9F%E5%85%90%E7%AB%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E9%9B%A2%E3%82%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E5%93%A1#%E6%B7%B7%E9%9B%91%E7%8E%87%E3%83%BB%E4%B9%97%E8%BB%8A%E7%8E%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E7%A8%8E%E5%BA%97
http://www.mncc.jp/comparison/comparison01.htm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E6%94%B9%E6%9C%AD%E6%A9%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E3%81%AE%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E5%8F%97%E9%A8%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%BC%A2%E5%AD%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%AA%9E%E3%83%BB%E6%B5%81%E8%A1%8C%E8%AA%9E%E5%A4%A7%E8%B3%9E
https://bookmaker-laboratory.com/16923/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%84%AA%E5%85%88%E5%B8%AD#:%7E:text=%E5%84%AA%E5%85%88%E5%B8%AD%EF%BC%88%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%9B%E3%81%8D%E3%80%81%E8%8B%B1%E8%AA%9E,%E5%84%AA%E5%85%88%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BA%A7%E5%B8%AD%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/Category:%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E4%BD%9C%E5%93%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB
https://jpnculture.net/halloween/


【2014】宝くじ、ハッピーマンデー 

【2013】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 

●予想問題 

★★★地球温暖化、気候変動、少子高齢化、子供の貧困 

★★円安、インフレ 

★貿易赤字 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（４位）食べ物（39 回出題）★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】わらびもち、かっぱ巻き、流しそうめん 

【2020】ラーメン、一汁三菜、お食い初め、刺身のつま、飴細工 

【2019】おでん（2015、2019）、まんじゅう、鯛焼き、タピオカドリンク、ご当地（B 級）グルメ、 

卵かけご飯、味噌田楽、お好み焼き、ビアガーデン 

【2018】もんじゃ焼き、食品サンプル 

【2017】おせち料理、回転寿司、たこ焼き、燗酒、ちらし寿司、割烹着、ジンギスカン、 

お刺身、七草 

【2016】おばんざい料理、納豆 

【2015】おでん（2015、2019）、懐石料理、精進料理、恵方巻き、鍋料理、お茶漬け、 

デパ地下、付き出し 

【2014】 

【2013】居酒屋 

●予想問題 

★★★寿司、すき焼き、天ぷら、牛丼 

★★しゃぶしゃぶ、うどん、味噌汁、居酒屋 

★茶碗蒸し、幕の内弁当、ファミリーレストラン 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（５位）年中行事（37 回出題）★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】彼岸（2015、2018、2021）、中秋の名月、七夕飾り 

【2020】除夜の鐘（2018、2020） 

【2019】桃の節句（＝ひな祭り）（2016、2019） 

【2018】彼岸（2015、2018、2021）、除夜の鐘（2018、2020）、盆踊り、灯篭流し、お花見、三が日 

【2017】シルバーウイーク、お歳暮、夏祭り、潮干狩り、門松、一富士二鷹三茄子、七草、 

鯉のぼり、桜前線 

【2016】初詣（2014、2016）、桃の節句（＝ひな祭り）（2016、2019）、七夕、お盆、鏡開き、文化の日 

【2015】彼岸（2015、2018、2021）、札幌雪祭り、火祭り、流行語大賞、冬至、 

日本のバレンタインデー、高山祭、日本のハロウィン 

【2014】初詣（2014、2016）、福袋 

【2013】日本で年始年末に行われること 

●予想問題 

★★★正月、年賀状、七五三 

★★こどもの日、紅葉狩り、年越しそば 

★大晦日、新年会、忘年会 
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https://www.takarakuji-official.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=2021ec&utm_content=all&gclid=Cj0KCQjwwfiaBhC7ARIsAGvcPe6UHeC41L56O7UhDgt1EpGF8BS5AWrdzvUDGNlHQmoAiE3I8_iK77UaAsk6EALw_wcB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%BC%E5%88%B6%E5%BA%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%B8%A9%E6%9A%96%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E5%80%99%E5%A4%89%E5%8B%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%AD%90%E9%AB%98%E9%BD%A2%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E8%B2%A7%E5%9B%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E7%9B%B8%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8F%8E%E6%94%AF%E7%B5%B1%E8%A8%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%B3%E3%82%82%E3%81%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%B1%E5%B7%BB%E3%81%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%A0%E9%BA%BA#%E6%B5%81%E3%81%97%E7%B4%A0%E9%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%B1%81%E4%B8%89%E8%8F%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E6%97%A5%E7%A5%9D%E3%81%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A4%E3%81%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B4%E7%B4%B0%E5%B7%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%82%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A5%85%E9%A0%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9F%E3%81%84%E7%84%BC%E3%81%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%94%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/B%E7%B4%9A%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B5%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%94%E9%A3%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%B3%E5%99%8C%E7%94%B0%E6%A5%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E5%A5%BD%E3%81%BF%E7%84%BC%E3%81%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%82%A2%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%82%E3%82%93%E3%81%98%E3%82%83%E7%84%BC%E3%81%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E7%AF%80%E6%96%99%E7%90%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E5%AF%BF%E5%8F%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9F%E3%81%93%E7%84%BC%E3%81%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%87%97%E9%85%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%97%E5%AF%BF%E5%8F%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B2%E7%83%B9%E7%9D%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%B3_(%E6%96%99%E7%90%86)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%BA%E8%BA%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%B0%E3%82%93%E3%81%96%E3%81%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%8D%E8%B1%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%82%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%90%E7%9F%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E9%80%B2%E6%96%99%E7%90%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%B5%E6%96%B9%E5%B7%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8D%8B%E6%96%99%E7%90%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E6%BC%AC%E3%81%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%91%E5%9C%B0%E4%B8%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%85%E9%85%92%E5%B1%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BF%E5%8F%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%99%E3%81%8D%E7%84%BC%E3%81%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E3%81%B7%E3%82%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%9B%E4%B8%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B6%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%A9%E3%82%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%B3%E5%99%8C%E6%B1%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%85%E9%85%92%E5%B1%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E7%A2%97%E8%92%B8%E3%81%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E3%81%AE%E5%86%85%E5%BC%81%E5%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%BC%E5%B2%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E8%A6%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%A4%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E5%A4%9C%E3%81%AE%E9%90%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%9B%E7%A5%AD%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%BC%E5%B2%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E5%A4%9C%E3%81%AE%E9%90%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%86%E8%B8%8A%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AF%E7%B1%A0%E6%B5%81%E3%81%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E8%A6%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E6%9C%88%E4%B8%89%E3%81%8C%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%B3%E6%9A%AE#%E8%B4%88%E7%AD%94%EF%BC%88%E3%81%8A%E6%AD%B3%E6%9A%AE%EF%BC%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E7%A5%AD%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BD%AE%E5%B9%B2%E7%8B%A9%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%80%E6%9D%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%9D%E5%A4%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E8%8D%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%93%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%BC%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E5%89%8D%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%9D%E8%A9%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%9B%E7%A5%AD%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%A4%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E7%9B%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8F%A1%E9%96%8B%E3%81%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%BC%E5%B2%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%95%E3%81%A3%E3%81%BD%E3%82%8D%E9%9B%AA%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E7%A5%AD%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%AA%9E%E3%83%BB%E6%B5%81%E8%A1%8C%E8%AA%9E%E5%A4%A7%E8%B3%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%AC%E8%87%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B1%B1%E7%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%9D%E8%A9%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E8%A2%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E5%B9%B4%E5%A7%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E6%9C%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E8%B3%80%E7%8A%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E4%BA%94%E4%B8%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%85%E8%91%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E8%B6%8A%E3%81%97%E8%95%8E%E9%BA%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%99%A6%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%B9%B4%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%98%E5%B9%B4%E4%BC%9A


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（６位）生活習慣、生活様式（35 回出題）★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】酉の市、森林浴、左団扇 

【2020】熊手、手締め、新しい生活様式、ゆず湯、お食い初め 

【2019】分煙、ゴミの分別 

【2018】ししおどし（2015、2018）、打ち水（2015、2018）、集団登下校、無礼講、根回し、 

杉玉、割り勘、路上喫煙、就活 

【2017】交番、テレビ離れ、風呂敷、日本の数字の数え方 

【2016】厄年（2014、2016）、下駄、振袖 

【2015】ししおどし（2015、2018）、打ち水（2015、2018）、日本人のくせ、家元制度、のれん、 

けん玉、地下足袋 

【2014】厄年（2014、2016）、宝くじ 

【2013】温泉に入る時に気を付けること 

●予想問題 

★★★終活、浴衣、お辞儀 

★★書き初め、はちまき、草履 

★障子、ふすま 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（７位）宗教（29 回出題）★★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】鳥居（2018、2021）、七福神 

【2020】高野山（2014、2016、2020）、除夜の鐘（2018、2020）、御輿 

【2019】隠れキリシタン 

【2018】鳥居（2018、2021）、除夜の鐘（2018、2020）、賽銭箱 

【2017】絵馬（2013、2017）、神道、伏見稲荷、厳島神社 

【2016】高野山（2014、2016、2020）、初詣（2014、2016）、神社、お伊勢参り 

【2015】仏像の種類と特徴、西国三十三箇所、鬼、お地蔵さん、神楽、金閣寺の構造、 

出雲大社 

【2014】高野山（2014、2016、2020）、初詣（2014、2016） 

【2013】絵馬（2013、2017）、日本の宗教 

●予想問題 

★★★仏教、座禅、大仏、五重塔、おみくじ 

★★だるま、お守り、こま犬 

★木魚、しめ縄、釣鐘 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（８位）寺・神社（29 回出題）★★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】鳥居（2018、2021） 

【2020】高野山（2014、2016、2020）、除夜の鐘（2018、2020）、熊野古道、熊手、手締め、御輿 

【2018】鳥居（2018、2021）、日光東照宮、正倉院、賽銭箱 

【2017】絵馬（2013、2017）、伏見稲荷、厳島神社、神道
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%89%E3%81%AE%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E6%9E%97%E6%B5%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%89%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E7%B7%A0%E3%82%81#:%7E:text=%E6%89%8B%E7%B7%A0%E3%82%81%EF%BC%88%E3%81%A6%E3%81%98%E3%82%81,%E3%81%AE%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%9A%E5%AD%90%E6%B9%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E6%97%A5%E7%A5%9D%E3%81%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E7%85%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%88%A5%E5%8F%8E%E9%9B%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E3%81%97%E3%81%8A%E3%81%A9%E3%81%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%93%E3%81%A1%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E7%99%BB%E4%B8%8B%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E7%A4%BC%E8%AC%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E5%9B%9E%E3%81%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E7%8E%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B2%E3%82%8A%E5%8B%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E4%B8%8A%E5%96%AB%E7%85%99%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E4%BE%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%B1%E8%81%B7%E6%B4%BB%E5%8B%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E7%95%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E9%9B%A2%E3%82%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E5%91%82%E6%95%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%84%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%A7%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%AF%E8%A2%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E3%81%97%E3%81%8A%E3%81%A9%E3%81%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%93%E3%81%A1%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%80%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E5%85%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%96%E7%B0%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%91%E3%82%93%E7%8E%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E8%B6%B3%E8%A2%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%84%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E3%81%8F%E3%81%98
https://howtwo.co.jp/article/1540051
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%82%E6%B4%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B4%E8%A1%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E8%BE%9E%E5%84%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B8%E3%81%8D%E5%88%9D%E3%82%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%A2%E5%B7%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%89%E5%B1%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B1%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E7%A6%8F%E7%A5%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E5%A4%9C%E3%81%AE%E9%90%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E8%BC%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%A0%E3%82%8C%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%BF%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B1%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E5%A4%9C%E3%81%AE%E9%90%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%BD%E9%8A%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B5%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8F%E8%A6%8B%E7%A8%B2%E8%8D%B7%E5%A4%A7%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%B3%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%9D%E8%A9%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E8%94%AD%E5%8F%82%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E5%83%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%9B%BD%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AC%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E8%94%B5%E8%8F%A9%E8%96%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%A5%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E8%8B%91%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E9%9B%B2%E5%A4%A7%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%9D%E8%A9%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B5%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%AE%97%E6%95%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E6%95%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%90%E7%A6%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%BB%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E9%87%8D%E5%A1%94
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%BF%E3%81%8F%E3%81%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A0%E3%82%8B%E3%81%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E5%AE%88%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E9%AD%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A8%E9%80%A3%E7%B8%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%A3%E9%90%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B1%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E5%A4%9C%E3%81%AE%E9%90%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E9%87%8E%E5%8F%A4%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%89%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E7%B7%A0%E3%82%81#:%7E:text=%E6%89%8B%E7%B7%A0%E3%82%81%EF%BC%88%E3%81%A6%E3%81%98%E3%82%81,%E3%81%AE%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E8%BC%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B1%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%80%89%E9%99%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%BD%E9%8A%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B5%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8F%E8%A6%8B%E7%A8%B2%E8%8D%B7%E5%A4%A7%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%B3%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E9%81%93


【2016】高野山（2014、2016、2020）、除夜の鐘（2018、2020）、初詣（2014、2016）、御朱印、 

神社、お伊勢参り 

【2015】西国三十三箇所、神楽、金閣寺の構造、出雲大社 

【2014】高野山（2014、2016、2020）、初詣（2014、2016） 

【2013】絵馬（2013、2017）、日本の宗教 

●予想問題 

★★★比叡山、明治神宮、浅草寺、竜安寺、大仏 

★★平安神宮、春日大社、奈良公園 

★八坂神社、清水寺（の舞台） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（９位）美術・工芸（23 回出題）★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】南部鉄器、障壁画、能面、根付 

【2020】熊手 

【2019】風鈴（2014、2015、2019）、千羽鶴（2017、2019） 

【2018】ししおどし（2015、2018）、水引 

【2017】千羽鶴（2017、2019）、鯉のぼり 

【2016】漆器（2015、2016）、盆栽、和紙、提灯 

【2015】風鈴（2014、2015、2019）、漆器（2015、2016）、ししおどし（2015、2018）、招き猫、のれん、

けん玉 

【2014】風鈴（2014、2015、2019） 

【2013】絵馬（2013、2017）、浮世絵 

●予想問題 

★★★書道、水墨画、日本庭園、枯山水、借景 ★★磁器、七宝焼 ★菊人形、西陣織 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１０位）日本人・国民性（20 回出題）★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】里山（2019、2021） 

【2020】一期一会、手締め、リモート飲み会 

【2019】里山（2019、2021）、ゴミの分別 

【2018】集団登下校、無礼講、根回し、終活、神対応、元号 

【2017】宮内庁 

【2016】茶室の役割、日本の家庭、天皇制度 

【2015】お受験、血液型、優先席、日本人のくせ、日本のアイドル 

●予想問題 

★★★本音と建前 ★★義理・人情 ★わび・さび 

●船が沈没して小さな救命ボートに多くの人が乗り込んでしまい、何人かは救命ボートから海に

飛び込んでもらわなくなった場合、何と言えば飛び込んでくれるでしょうか？ 

・アメリカ人→あなたはヒーローになれるよ。 ・イギリス人→あなたはジェントルマンですよね。 

・ドイツ人→ルールですから。 ・日本人→皆さん、飛び込みますよ。 

・阪神タイガースファン→阪神が優勝しましたよ。 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E8%94%AD%E5%8F%82%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%9B%BD%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%A5%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E8%8B%91%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E9%9B%B2%E5%A4%A7%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%9D%E8%A9%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B5%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%AE%97%E6%95%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E5%8F%A1%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%A5%9E%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E8%8D%89%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E5%AE%89%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%BB%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E7%A5%9E%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E6%97%A5%E5%A4%A7%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E5%9D%82%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E9%89%84%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%A3%81%E7%94%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%BD%E9%9D%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E4%BB%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%89%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E9%88%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E7%BE%BD%E9%B6%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E3%81%97%E3%81%8A%E3%81%A9%E3%81%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E5%BC%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E7%BE%BD%E9%B6%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%93%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%BC%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%86%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%86%E6%A0%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E9%88%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%86%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E3%81%97%E3%81%8A%E3%81%A9%E3%81%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%9B%E3%81%8D%E7%8C%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%96%E7%B0%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%91%E3%82%93%E7%8E%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E9%88%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B5%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AE%E4%B8%96%E7%B5%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B8%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E5%A2%A8%E7%94%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%BA%AD%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%AF%E5%B1%B1%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E6%99%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A3%81%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%AE%9D%E7%84%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E4%BA%BA%E5%BD%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%99%A3%E7%B9%94
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%9C%9F%E4%B8%80%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E7%B7%A0%E3%82%81#:%7E:text=%E6%89%8B%E7%B7%A0%E3%82%81%EF%BC%88%E3%81%A6%E3%81%98%E3%82%81,%E3%81%AE%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E9%A3%B2%E3%81%BF%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%88%A5%E5%8F%8E%E9%9B%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E7%99%BB%E4%B8%8B%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E7%A4%BC%E8%AC%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E5%9B%9E%E3%81%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%82%E6%B4%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%86%85%E5%BA%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E5%AE%A4
http://www.mncc.jp/comparison/comparison01.htm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9A%87%E5%88%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E6%B6%B2%E5%9E%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%84%AA%E5%85%88%E5%B8%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E9%9F%B3%E3%81%A8%E5%BB%BA%E5%89%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E7%90%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%B3%E3%83%BB%E3%81%95%E3%81%B3


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１１位）自然（19 回出題）★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】里山（2019、2021）、中秋の名月、森林浴、三寒四温、鰯雲 

【2020】春一番、梅雨 

【2019】里山（2019、2021）、気象警報 

【2018】太陽光発電 

【2017】桜前線、奥入瀬渓流 

【2016】ラムサール条約 

【2015】冬至、日本の野生動物 

【2014】日本の自然災害 

【2013】富士山、日本の季節ごとに見られる草花 

●予想問題 

★★★日本の気候、台風、夏至、紅葉前線 

★★地球温暖化、気候変動 

★小春日和、花粉症 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１２位）教育・文化・アート（18 回出題）★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】障壁画 

【2020】 

【2019】アニメやコミックの聖地巡礼、分煙 

【2018】集団登下校、スタジオジブリ 

【2017】 

【2016】文化の日 

【2015】東海道五十三次（2014、2015）、日本の数字の数え方、お受験、家元制度、 

1 年を表す漢字、流行語大賞、日本人のくせ、日本のアイドル、田んぼアート、 

日本のミュージカル 

【2014】東海道五十三次（2014、2015） 

【2013】浮世絵 

●予想問題 

★★★富嶽三十六景、生け花、茶の湯 

★★水墨画 

★ジブリパーク（2022 年 11 月 1 日開園） 

●ご参考 

「スタジオジブリ」の名称は、サハラ砂漠に吹く熱風（Ghibli＝イタリア語）に由来しており、第二

次世界大戦中のイタリアの偵察爆撃機の名前でもあり、飛行機マニアの宮崎駿（はやお）が、

日本のアニメーション界に熱風を起こそうという思いを込めたネーミングだそうです。宮崎の思

い込みから「ジブリ」となったが、「ギブリ」（イタリア語、フランス語)の方が原語に近い発音で

す。 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E8%A6%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E6%9E%97%E6%B5%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%AF%92%E5%9B%9B%E6%B8%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%BB%E7%A9%8D%E9%9B%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E4%B8%80%E7%95%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%85%E9%9B%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E8%AD%A6%E5%A0%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E5%89%8D%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E5%85%A5%E7%80%AC%E6%B8%93%E6%B5%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%9D%A1%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%AC%E8%87%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%94%9F%E5%8B%95%E7%89%A9%E7%AE%A1%E7%90%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%81%BD%E5%AE%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1
https://ganref.jp/subject/flower/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B0%97%E5%80%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E9%A2%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E8%87%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%85%E8%91%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%B8%A9%E6%9A%96%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E5%80%99%E5%A4%89%E5%8B%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%98%A5%E6%97%A5%E5%92%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E7%B2%89%E7%97%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%A3%81%E7%94%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A1%E7%A4%BC_(%E9%80%9A%E4%BF%97)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E7%85%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E7%99%BB%E4%B8%8B%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%BA%94%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%AC%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E5%85%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%BC%A2%E5%AD%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%AA%9E%E3%83%BB%E6%B5%81%E8%A1%8C%E8%AA%9E%E5%A4%A7%E8%B3%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E3%82%93%E3%81%BC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/Category:%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E4%BD%9C%E5%93%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%BA%94%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%AC%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AE%E4%B8%96%E7%B5%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%B6%BD%E4%B8%89%E5%8D%81%E5%85%AD%E6%99%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%AF%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E5%A2%A8%E7%94%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%AA


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１３位）世界遺産（16 回出題）★★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】五島列島（2018 年登録）、三保の松原（2013 年登録） 

【2020】高野山（2014、2016、2020）（2013 年登録）、熊野古道（2004 年登録）、 

姫路城（1993 年登録） 

【2019】百舌鳥古市古墳群（2019 年登録）、隠れキリシタン（2018 年登録） 

【2018】正倉院（2013 年登録）、日光東照宮（1999 年登録） 

【2017】厳島神社（1996 年登録） 

【2016】高野山（2014、2016、2020）（2004 年登録）、日本の世界遺産 

【2015】合掌造（1995 年登録）、金閣寺の構造（1994 年登録） 

【2014】高野山（2014、2016、2020）（2004 年登録）、日本における最大の木造建築（東大寺）

（1998 年登録） 

【2013】富士山（2013 年登録） 

●予想問題 

★★★北海道・北東北の縄文遺跡群（2021 年登録）、 

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群（2017 年登録） 

★★ストーンサークル、仁徳天皇陵（大山（だいせん）古墳）、沖ノ島 

★日本における最古の木造建築（法隆寺） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１４位）経済・ビジネス（16 回出題）★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】IR（統合型リゾート）、デジタル庁 

【2020】ワーケーション、サブスクリプション、入湯税、敷金礼金、マイナンバーカード、 

レジ袋有料化 

【2019】テレワーク、消費税増税 

【2018】太陽光発電、働き方改革、リボ払い、根回し 

【2017】 

【2016】日本の免税制度、グリーンツーリズム 

【2015】 

【2014】 

【2013】 

●予想問題 

★★★円安、インフレ(物価高) 

★★異次元の金融緩和策（2013 年～） 

★貿易赤字の拡大（2022 年 1 月～6 月は過去最高の約 8 兆円の赤字） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１５位）乗り物（14 回出題）★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】高齢者マーク、特大荷物スペース付き座席 

【2020】 

【2019】ラッシュアワー、計画運休 

【2018】グリーン車、リニアモーターカー 

【2017】満員電車 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%B3%B6%E5%88%97%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E4%BF%9D%E3%81%AE%E6%9D%BE%E5%8E%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E9%87%8E%E5%8F%A4%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E8%88%8C%E9%B3%A5%E3%83%BB%E5%8F%A4%E5%B8%82%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E7%BE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%A0%E3%82%8C%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%BF%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%80%89%E9%99%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%B3%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E6%8E%8C%E9%80%A0%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E8%8B%91%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E3%83%BB%E5%8C%97%E6%9D%B1%E5%8C%97%E3%81%AE%E7%B8%84%E6%96%87%E9%81%BA%E8%B7%A1%E7%BE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%80%8C%E7%A5%9E%E5%AE%BF%E3%82%8B%E5%B3%B6%E3%80%8D%E5%AE%97%E5%83%8F%E3%83%BB%E6%B2%96%E3%83%8E%E5%B3%B6%E3%81%A8%E9%96%A2%E9%80%A3%E9%81%BA%E7%94%A3%E7%BE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%BB%99%E9%99%B5%E5%8F%A4%E5%A2%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E3%83%8E%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E9%9A%86%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E5%90%88%E5%9E%8B%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%BA%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%96%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A5%E6%B9%AF%E7%A8%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%82%BC%E3%83%AD%E7%89%A9%E4%BB%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%B8%E8%A2%8B#%E5%89%8A%E6%B8%9B%E3%83%BB%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9%E6%94%B9%E9%9D%A9%E9%96%A2%E9%80%A3%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%89%95%E3%81%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E5%9B%9E%E3%81%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E7%A8%8E%E5%BA%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E7%9B%B8%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8F%E7%9A%84%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%B7%A9%E5%92%8C%E6%94%BF%E7%AD%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%80%85%E6%A8%99%E8%AD%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E6%99%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E7%94%BB%E9%81%8B%E4%BC%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E8%BB%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E5%93%A1#%E6%B7%B7%E9%9B%91%E7%8E%87%E3%83%BB%E4%B9%97%E8%BB%8A%E7%8E%87


【2016】人力車、駅の自動改札 

【2015】蒸気機関車、路面電車、優先席 

【2014】（北陸）新幹線（2014、2015） 

【2013】新幹線（2014、2015） 

●予想問題 

★★EV（Electric Vehicle） 
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１６位）祭（11 回出題）★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】 

【2020】御輿 

【2019】竿灯まつり 

【2018】盆踊り 

【2017】夏祭り 

【2016】桃の節句（＝ひな祭り）（2016、2019）、七夕 

【2015】札幌雪祭り、火祭り、高山祭、日本のハロウィン、なまはげ 

【2014】 

【2013】 

●予想問題 

★★★京都三大祭（葵祭（5 月）、祇園祭（7 月）、時代祭（10 月）） 

★★日本三大祭（祇園祭（京都）、神田祭（東京）、天神祭（大阪）） 

★東北三大祭（七夕（仙台）、ねぶた(青森)、竿灯まつり (秋田)） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１７位）スポーツ・娯楽（9 回出題）★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】国立競技場 

【2020】流鏑馬（2018、2021）、駅伝 

【2019】 

【2018】流鏑馬（2018、2021） 

【2017】大相撲 

【2016】合気道 

【2015】横綱、日本で人気のスポーツ 

【2014】 

【2013】日本でおすすめのスキー場 

●予想問題 

★★★柔道、東京オリンピック 2020、相撲、将棋、囲碁 

★★空手、剣道、弓道、カラオケ 

★高校野球、e スポーツ 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8A%9B%E8%BB%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E6%94%B9%E6%9C%AD%E6%A9%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B8%E6%B0%97%E6%A9%9F%E9%96%A2%E8%BB%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E9%9D%A2%E9%9B%BB%E8%BB%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%84%AA%E5%85%88%E5%B8%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E9%99%B8%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E8%BC%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%BF%E7%87%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%86%E8%B8%8A%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E7%A5%AD%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%9B%E7%A5%AD%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%A4%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%95%E3%81%A3%E3%81%BD%E3%82%8D%E9%9B%AA%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E7%A5%AD%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B1%B1%E7%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%AF%E3%81%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%89%E5%A4%A7%E7%A5%AD%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%B5%E7%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%87%E5%9C%92%E7%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E4%BB%A3%E7%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%87%E5%9C%92%E7%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E7%94%B0%E7%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E7%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%A4%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AD%E3%81%B6%E3%81%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%BF%E7%87%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%AB%B6%E6%8A%80%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E9%8F%91%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%85%E4%BC%9D%E7%AB%B6%E8%B5%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E9%8F%91%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%9B%B8%E6%92%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E6%B0%97%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E7%B6%B1
https://bookmaker-laboratory.com/16923/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E5%A0%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%94%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/2020%E5%B9%B4%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E6%92%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%86%E6%A3%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%A2%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E6%89%8B%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%A3%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%93%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%82%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/E%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１８位）文学（8 回出題）★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】落語 

【2020】奥の細道、小倉百人一首、講談 

【2019】万葉集（「令和元年＝2019 年」であり、「令和」の原典） 

【2018】 

【2017】夏目漱石 

【2016】川柳、源氏物語 

●予想問題 

★★★松尾芭蕉、紫式部、枕草子、清少納言 

★★和歌、俳句 

★漫才、演歌 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１８位）観光ルート・街道（8 回出題）★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2020】熊野古道 

【2019】道の駅（2015、2019） 

【2016】お伊勢参り 

【2015】道の駅（2015、2019）、ゴールデンルート、立山黒部アルペンルート、西国三十三箇所、 

中山道 

●予想問題 

★★★四国八十八箇所、ゴールデンルート 

★★五街道（東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道） 

★ 

●ゴールデンルートとは 

ゴールデンルートとは、外国人観光客が訪れる日本の王道観光ルートのことです。費用を抑え、

効率的に日本の定番観光地を訪れられることから人気となっています。訪日外国人観光客に

特に人気のあるゴールデンルートは、東京・箱根や富士山周辺・名古屋・京都・大阪という日本

の人気 5 都市を周遊するルートです。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（２０位）伝統芸能・音楽（7 回出題）★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】能面、落語 

【2020】講談 

【2015】家元制度、神楽、殺陣（たて） 

【2013】日本の伝統芸能 

●予想問題 

★★★歌舞伎、黒衣、能 

★★狂言、文楽、浄瑠璃 

★雅楽 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%90%BD%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%8F%E3%81%AE%E3%81%BB%E3%81%9D%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E4%BA%BA%E4%B8%80%E9%A6%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AC%9B%E8%AB%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E8%91%89%E9%9B%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E7%9B%AE%E6%BC%B1%E7%9F%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E6%9F%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E6%B0%8F%E7%89%A9%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B0%BE%E8%8A%AD%E8%95%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%AB%E5%BC%8F%E9%83%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%95%E8%8D%89%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E5%B0%91%E7%B4%8D%E8%A8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%AD%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%B3%E5%8F%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%AB%E6%89%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%94%E6%AD%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E9%87%8E%E5%8F%A4%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E3%81%AE%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E8%94%AD%E5%8F%82%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E3%81%AE%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E5%B1%B1%E9%BB%92%E9%83%A8%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%9B%BD%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E5%85%AB%E5%8D%81%E5%85%AB%E7%AE%87%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E8%A1%97%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%85%89%E8%A1%97%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E5%B7%9E%E8%A1%97%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E5%B7%9E%E8%A1%97%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%BD%E9%9D%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%90%BD%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AC%9B%E8%AB%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E5%85%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%A5%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E9%99%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E8%8A%B8%E8%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%8C%E8%88%9E%E4%BC%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E8%A1%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%82%E8%A8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%A5%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%84%E7%91%A0%E7%92%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%85%E6%A5%BD


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（２１位）コロナ関連（6 回出題） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】 

【2020】ワーケーション、アマビエ、リモート飲み会、新しい生活様式、日本の感染症対策 

【2019】テレワーク 

●予想問題：特になし。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（２２位）宿泊施設（5 回出題） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】 

【2020】 

【2019】カプセルホテル（2015、2019） 

【2018】 

【2017】民泊 

【2016】 

【2015】カプセルホテル（2015、2019） 

【2014】 

【2013】旅館 

●予想問題：特になし。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（２３位）NHK 大河ドラマ（4 回出題）★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】渋沢栄一(2021 年に放映された) 

【2015】源氏物語(2024 年放映予定)、軍師官兵衛（黒田官兵衛→黒田如水）(2014 年放映)、 

風林火山(2007 年放映)（孫氏の兵法＝疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山） 

●予想問題 

★★★鎌倉殿(2022 年)、「どうする家康」徳川家康(2023 年)、「光る君へ」紫式部(2024 年)  

★★藤原道長（源氏物語のモデル？）、清少納言（紫式部のライバル） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（２３位）温泉（4 回出題）★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2020】入湯税 

【2015】銭湯 

【2014】草津温泉の特徴と行き方 

【2013】温泉に入る時に気をつけること 

●予想問題 

★★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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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%93%E3%82%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E9%A3%B2%E3%81%BF%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%85%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E6%B2%A2%E6%A0%84%E4%B8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E6%B0%8F%E7%89%A9%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E5%B8%AB%E5%AE%98%E5%85%B5%E8%A1%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E6%9E%97%E7%81%AB%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%8C%E5%80%89%E6%AE%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%BA%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%AB%E5%BC%8F%E9%83%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E9%81%93%E9%95%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E5%B0%91%E7%B4%8D%E8%A8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A5%E6%B9%AF%E7%A8%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%AD%E6%B9%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%89%E6%B4%A5%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%89%E6%B4%A5%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E5%91%82%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%B5%9C%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E5%BE%8C%E6%B8%A9%E6%B3%89


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（２５位）お札の肖像（3 回出題）★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2021】渋沢栄一 

【2015】1 万円札に描かれた人物（福沢諭吉）、千円札に描かれた人物（野口英世） 

●予想問題 

★★★2024 年度の上半期（4〜9 月）に発行予定の新しいお札の肖像人物 

渋沢栄一（新一万円札）、津田梅子（新五千円札）、北里柴三郎（新千円札） 

★★現在発行中のお札の肖像人物 

樋口一葉（五千円札）、紫式部（二千円札） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（２５位）建築様式（3 回出題） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2015】書院造（室町時代）、金閣寺の構造、合掌造り、茶室の役割 

●予想問題 

★★寝殿造（平安時代～中世）、武家造(鎌倉時代) 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（２５位）自然災害（3 回出題） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2019】気象警報 

【2014】日本の自然災害（→地震、津波、台風、噴火） 

【2013】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 

●予想問題 

★★地震、津波、台風、噴火 

★線状降水帯 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（２８位）お土産（2 回出題） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2015】金沢の名産品、おすすめの日本のおみやげ 

●予想問題:特になし 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E6%B2%A2%E6%A0%84%E4%B8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E6%BE%A4%E8%AB%AD%E5%90%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E5%8F%A3%E8%8B%B1%E4%B8%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E6%B2%A2%E6%A0%84%E4%B8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E7%94%B0%E6%A2%85%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E9%87%8C%E6%9F%B4%E4%B8%89%E9%83%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%8B%E5%8F%A3%E4%B8%80%E8%91%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%AB%E5%BC%8F%E9%83%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B8%E9%99%A2%E9%80%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E8%8B%91%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E6%8E%8C%E9%80%A0%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E5%AE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9D%E6%AE%BF%E9%80%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%AE%B6%E9%80%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E8%AD%A6%E5%A0%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%81%BD%E5%AE%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E9%9C%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E6%B3%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E9%A2%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%B4%E7%81%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%9A%E7%8A%B6%E9%99%8D%E6%B0%B4%E5%B8%AF
https://www.cd-expert.com/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】＜プレゼン問題＞（2013 年度～2021 年度）（330 題） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2013 年度～2021 年度に出題されたすべての＜プレゼン問題＞（330 題）を年度ごと、時間帯別

（早い時間から遅い時間の順番）にまとめました。 

＜プレゼン問題＞（330 題）の全体を俯瞰することにより、出題傾向を把握し、受験準備に備えて

ください。複数回（2 回以上）、出題されたものは、特に重要です。 

 

●【2021】（36 題） 

（1）犬山城（天守は現存する最古のもの）、中秋の名月（2021 年は 9 月 21 日）、 

国立競技場（東京夏季五輪 2020：2021 年 7 月 23 日～8 月 8 日開催） 

（2）里山（2018、2021）、七福神、わらびもち 

（3）流鏑馬（2018、2021）、南部鉄器、 

IR（統合型リゾート）（2019年 10月 18日の閣議で、統合型リゾートの事業者を規制・監督する

「カジノ管理委員会」が 2020 年 1 月 7 日に設置される政令を決めたことにより、カジノの法制

度化への道が開かれることになった） 

（4）酉の市、かっぱ巻き、五島列島（長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産は、2018 年に登

録） 

（5）彼岸（2015、2018、2021）、高齢者マーク、道後温泉(2021 年、「道後泉海温泉むすめ公式サ

イト」公開) 

（6）森林浴、障壁画、五稜郭（五稜郭公園での夜桜ライトアップは、2021 年は中止となった） 

（7）城下町、七夕飾り、デジタル庁（2021 年 9 月 1 日に発足した） 

（8）出島、三寒四温、能面 

（9）鳥居（2018、2021）、根付、渋沢栄一(2021 年の NHK 大河ドラマ) 

（10）摂関政治、落語、左団扇 

（11）三保松原、鰯雲、熱中症警戒アラート（環境省と気象庁は、熱中症予防対策に資する効果

的な情報発信として、 2021 年 4 月からは全国を対象に運用を開始した。） 

（12）文明開化、特大荷物スペースつき座席、流しそうめん 

 

●【2020】（36 題） 

（1）春一番、ワーケーション、奥の細道 

（2）大政奉還、免許返納、一汁三菜 

（3）手締め、レジ袋有料化、駅伝 

（4）鎖国(2014、2020)、サブスクリプション、お食い初め 

（5）小倉百人一首、梅雨、みんなのトイレ（多目的トイレ） 

（6）熊野古道、一期一会、ラーメン 

（7）高野山(2014、2016、2020)、新しい生活様式、入湯税 

（8）熊手、黒部ダム、アマビエ 

（9）敷金礼金、リモート飲み会、刺身のつま 

（10）姫路城、日本の感染症対策、飴細工 

（11）除夜の鐘（2018、2020）、風致地区、神輿、 

（12）講談、マイナンバーカード、ゆず湯 

 

●【2019】（36 題） 

（1）明治維新（2014、2019）、おでん（2015、2019）、ゴミの分別 

（2）万葉集、まんじゅう、ラッシュアワー 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E9%8F%91%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%BC%E5%B2%B8
https://onsen-musume.jp/character/dogo_izumi
https://onsen-musume.jp/character/dogo_izumi
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B1%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%96%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E5%A4%9C%E3%81%AE%E9%90%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%82%93


（3）桃の節句（＝ひな祭り）（2016、2019）、桜島、計画運休 

（4）風鈴（2014、2015、2019）、道の駅（2015、2019）、消費税増税（2019 年 10 月１日から、消費

税が８％から 10％に引き上げられた） 

（5）鯛焼き、メイドカフェ、百舌鳥古市古墳群(2019 年に世界遺産に登録) 

（6）千羽鶴（2017、2019）、軽井沢、テレワーク 

（7）竿燈まつり、タピオカドリンク、気象警報 

（8）里山（2018、2021）、金沢、ご当地（Ｂ級）グルメ 

（9）卵かけご飯、宅配ボックス、隠れキリシタン（長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産は、

2018 年に登録） 

（10）カプセルホテル（2015、2019）、天橋立、味噌田楽 

（11）阿蘇、お好み焼き、アニメやコミックの聖地巡礼 

（12）ビアガーデン、分煙、国定公園 

 

●【2018】（36 題） 

（1）正倉院、集団登下校、働き方改革 

（2）渋谷スクランブル交差点（2015、2018）、鎌倉、無礼講 

（3）除夜の鐘（2018、2020）、根回し、太陽光発電 

（4）日光東照宮、灯籠流し、割り勘 

（5）流鏑馬（2018、2021）、リボ払い、猫カフェ 

（6）元号、盆踊り、路上喫煙 

（7）打ち水（2015、2018）、終活、食品サンプル 

（8）ししおどし（2015、2018）、琵琶湖スタジオジブリ 

（9）鳥居（2018、2021）、水引、お花見 

（10）神対応、三が日、グリーン車 

（11）杉玉、賽銭箱、もんじゃ焼き 

（12）彼岸（2015、2018、2021）、リニアモーターカー、知床 

 

●【2017】（36 題） 

（1）交番、奥入瀬渓流、インスタ映え 

（2）たこ焼き、伏見稲荷、待機児童問題 

（3）絵馬（2013、2017）、燗酒、シルバーウイーク 

（4）前方後円墳、夏祭り、テレビ離れ 

（5）宮内庁、満員電車、コミックマーケット 

（6）神道、回転寿司、潮干狩り 

（7）門松、大相撲、ちらし寿司 

（8）厳島神社、割烹着、夏目漱石 

（9）千羽鶴（2017、2019）、ジンギスカン、民泊 

（10）お刺身、お歳暮、一富士二鷹三茄子 

（11）風呂敷、七草、ドローン 

（12）おせち料理、鯉のぼり、桜前線 

 

●【2016】（36 題） 

（1）盆栽、御朱印、ラムサ－ル条約 

（2）下駄、おばんざい料理、日本の免税制度 

（3）桃の節句（＝ひな祭り）（2016、2019）、日本の世界遺産、江戸城 

（4）厄年（2014、2016）、茶室の役割、国立西洋美術館 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%9B%E7%A5%AD%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E9%88%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E3%81%AE%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E7%BE%BD%E9%B6%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E7%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E5%A4%9C%E3%81%AE%E9%90%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E9%8F%91%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%93%E3%81%A1%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E3%81%97%E3%81%8A%E3%81%A9%E3%81%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B1%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%BC%E5%B2%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B5%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E7%BE%BD%E9%B6%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%9B%E7%A5%AD%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%84%E5%B9%B4


（5）日本の城の種類（2015，2016）、川柳、人力車 

（6）合気道、神社、日本の家庭 

（7）お盆、江戸時代の身分制度、鏡開き 

（8）高野山(2014、2016、2020)、天皇制度、日本の国立公園 

（9）振袖、和紙、グリーンツーリズム 

（10）初詣（2014、2016）、七夕、文化の日 

（11）納豆、七五三、お伊勢参り 

（12）漆器（2015、2016）、提灯、駅の自動改札 

 

●【2015】（78 題） 

（1）小京都、招き猫、軍師 

（2）札幌雪まつり、恵方巻き、日本の数字の数え方 

（3）カプセルホテル（2015、2019）、一万円札に描かれた人物(福澤諭吉)、ゴールデンルート 

（4）火祭り、お受験、仏像の種類と特徴 

（5）渋谷スクランブル交差点（2015、2018）、のれん、家元制度 

（6）銭湯、書院造、出羽三山 

（7）聖徳太子、日本の湖、一年を表す漢字 

（8）西国三十三箇所、大奥、流行語大賞 

（9）ししおどし（2015、2018）、日本で人気のスポーツ、鍋料理 

（10）坂本龍馬、合掌造り、金沢の名産品、 

（11）冬至、けん玉、街コン 

（12）日本の城の種類とその特徴（2015、2016）、鬼、日本のバレンタインデー 

（13）お茶漬け、新撰組、日本の野生動物 

（14）漆器（2015、2016）、風林火山、田んぼアート 

（15）お地蔵さん、立山黒部アルペンルート、徳川家康 

（16）道の駅（2015、2019）、千円札に描かれた人物（野口英世)、地下足袋 

（17）忍者、神楽、日本の蒸気機関車 

（18）日本のミュージカル、路面電車、卑弥呼 

（19）金閣寺の構造、中山道、日本のアイドル 

（20）東海道五十三次（2014、2015）、高山祭、殺陣 

（21）懐石料理、出雲大社、源氏物語 

（22）おでん（2015、2019）、日本人のくせ、なまはげ 

（23）打ち水（2015、2018）、精進料理、棚田 

（24）風鈴（2014、2015、2019）、日本のハロウィン、血液型 

（25）彼岸（2015、2018、2021）、優先席、デパ地下 

（26）横綱、付き出し、おすすめの日本のおみやげ 

 

●【2014】（18 題） 

（1）明治維新（2014、2019）、初詣（2014、2016）、日本アルプス 

（2）風鈴（2014、2015、2019）、古墳、日本の自然災害 

（3）鎖国(2014、2020)、日本三景、宝くじ 

（4）高野山(2014、2016、2020)、厄年（2014、2016）、日本における最大の木造建築 
（5）ハッピーマンデー、黒船、北陸新幹線 

（6）東海道五十三次（2014、2015）、福袋、草津温泉の特徴と行き方 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%9D%E8%A9%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%86%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E7%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E3%81%97%E3%81%8A%E3%81%A9%E3%81%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%86%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E3%81%AE%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%BA%94%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%AC%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%82%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%93%E3%81%A1%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E9%88%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%BC%E5%B2%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%9D%E8%A9%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E9%88%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%96%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%84%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%BA%94%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%AC%A1


●【2013】（18 題） 

（1）旅館、浮世絵、東京が日本の他の地域と異なる点 

（2）日本の宗教、温泉に入る時に気をつけること、日本の季節ごと見られる草花 

（3）居酒屋、日本の伝統芸能、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につ

いて 

（4）侍、日本で年末年始に行われること、日本でお勧めのスキ―場 

（5）絵馬（2013、2017）、富士山、19 世紀の日本に起こった大きな変化について 

（6）新幹線、江戸、東北の魅力的なスポット 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B5%E9%A6%AC


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】＜プレゼン問題＞に出題された日本の世界遺産★★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●世界遺産とは 

世界遺産（World Heritage)とは、1972年のユネスコ総会で採択された「世界の文化遺産及び

自然遺産の保護に関する条約」（世界遺産条約）に基づいて世界遺産リストに登録された、遺

跡、景観、自然など、人類が共有すべき「顕著な普遍的価値」をもつ物件のことで、移動が不

可能な不動産やそれに準ずるものが対象となっている。 

日本では、文化遺産 20件、自然遺産 5件の合計 25件が登録されている。(2022年 10月現在） 

●2013 年度～2021 年度の＜プレゼン＞問題には、合計 21 回出題されている。 

・2016 年には、ズバリ「日本の世界遺産」で出題されている。 

●文化遺産(Cultural Heritage)（20 件） 

(1)法隆寺地域の仏教建造物（1993 登録）（正倉院：2018）(聖徳太子：2015) 

(2)姫路城（1993 年登録）（姫路城；2020） 

(3)古都京都の文化財（1994 登録）（金閣寺の構造：2015） 

(4)白川郷・五箇山の合掌造り集落（1995 登録）（合掌造り：2015） 

(5)原爆ドーム（1996 登録） 

(6)厳島神社（1996 登録）（厳島神社：2018） 

(7)古都奈良の文化財（1998 登録）（日本における最大の木造建築：2014） 

(8)日光の社寺（1999 登録）（日光東照宮：2018） 

(9)琉球王国のグスク及び関連遺産群（2000 登録） 

(10)紀伊山地の霊場と参詣道（2004 登録）（高野山：2014、2016、2020）（熊野古道：2020） 

(11)石見銀山遺跡とその文化的景観（2007 登録） 

(12)平泉－仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群 (2011 登録) 

(13)富士山―信仰の対象と芸術の源泉（2013 登録）（三保の松原：2021）（富士山；2014） 

(14)富岡製糸場と絹産業遺産群（2014 登録） 

(15)明治日本の産業革命遺産製鉄・製鋼、造船、石炭産業（2015 登録）（明治維新：2014） 

(16)ル・コルビュジエの建築作品－近代建築への顕著な貢献(2016 登録）（国立西洋美術館：

2016）（19 世紀の日本に起こった大きな変化について：2013） 

(17)『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群（2017 登録） 

(18)「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」（2018 登録）（五島列島：2021）（隠れキリシ

ラン：2019） 

(19)百舌鳥・古市古墳群-古代日本の墳墓群-（2019 登録）（ズバリ：2019） 

(20)北海道・北東北の縄文遺跡群（2021 登録） 

 

●自然遺産(Natural Heritage)（5 件） 

(1)屋久島（1993 年登録） 

(2)白神山地（1993 年登録） 

(3)知床（北海道）（2005 年登録） 

(4)小笠原諸島（東京都）（2011 年登録） 

(5)奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島（2021 年登録） 

※覚え方⇒（小笠原君が、屋久杉の前で、白装束で、『知床旅情』と『奄美音頭』を歌った。） 

※「日本の世界遺産」について詳しくは、下記をご覧ください。 

http://nihon-sekaiisan.com/ 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3%E6%9D%A1%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3%E6%9D%A1%E7%B4%84
http://wh.sekaiisan-yay.jp/alllist/alllist.php
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%BA%E7%94%A3_(%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E9%81%BA%E7%94%A3_(%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%BA%E7%94%A3_(%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E9%9A%86%E5%AF%BA%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AE%E4%BB%8F%E6%95%99%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E9%83%BD%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E9%83%B7%E3%83%BB%E4%BA%94%E7%AE%87%E5%B1%B1%E3%81%AE%E5%90%88%E6%8E%8C%E9%80%A0%E3%82%8A%E9%9B%86%E8%90%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%88%86%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%B3%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E9%83%BD%E5%A5%88%E8%89%AF%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%85%89%E3%81%AE%E7%A4%BE%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%89%E7%90%83%E7%8E%8B%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%82%AF%E5%8F%8A%E3%81%B3%E9%96%A2%E9%80%A3%E9%81%BA%E7%94%A3%E7%BE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E4%BC%8A%E5%B1%B1%E5%9C%B0%E3%81%AE%E9%9C%8A%E5%A0%B4%E3%81%A8%E5%8F%82%E8%A9%A3%E9%81%93
http://heiwa-ga-ichiban.jp/sekai/iwamiginzan/index.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1-%E4%BF%A1%E4%BB%B0%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E8%8A%B8%E8%A1%93%E3%81%AE%E6%BA%90%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%B2%A1%E8%A3%BD%E7%B3%B8%E5%A0%B4%E3%81%A8%E7%B5%B9%E7%94%A3%E6%A5%AD%E9%81%BA%E7%94%A3%E7%BE%A4
http://heiwa-ga-ichiban.jp/sekai/meijinihon/index.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%A5%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%81%AE%E5%BB%BA%E7%AF%89%E4%BD%9C%E5%93%81-%E8%BF%91%E4%BB%A3%E5%BB%BA%E7%AF%89%E9%81%8B%E5%8B%95%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%A1%95%E8%91%97%E3%81%AA%E8%B2%A2%E7%8C%AE-
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%80%8C%E7%A5%9E%E5%AE%BF%E3%82%8B%E5%B3%B6%E3%80%8D%E5%AE%97%E5%83%8F%E3%83%BB%E6%B2%96%E3%83%8E%E5%B3%B6%E3%81%A8%E9%96%A2%E9%80%A3%E9%81%BA%E7%94%A3%E7%BE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E3%81%AE%E6%95%99%E4%BC%9A%E7%BE%A4%E3%81%A8%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99%E9%96%A2%E9%80%A3%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E8%88%8C%E9%B3%A5%E3%83%BB%E5%8F%A4%E5%B8%82%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E7%BE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E3%83%BB%E5%8C%97%E6%9D%B1%E5%8C%97%E3%82%92%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E7%B8%84%E6%96%87%E9%81%BA%E8%B7%A1%E7%BE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E9%81%BA%E7%94%A3_(%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E4%B9%85%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E7%A5%9E%E5%B1%B1%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E5%BA%8A_(%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E8%AB%B8%E5%B3%B6
http://kyushu.env.go.jp/okinawa/amami-okinawa/description/index.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E5%BA%8A%E6%97%85%E6%83%85
https://www.youtube.com/watch?v=kk_pEe3Y7cI
http://nihon-sekaiisan.com/
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【４】＜プレゼン問題＞に出題された日本の観光スポット★★★ 
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世界最大級の旅行コミュニティサイト「トリップアドバイザー」が発表した「外国人に人気の日本観

光スポットランキング」（2020 年版）によると、ベスト 30 は以下の通りである。コロナの影響で、

2021 年版、2022 年度版はなし。 

●2013 年度～2021 年度の＜プレゼン＞問題には、合計 11 回出題されている。 

●各観光地をクリックすると、説明文にリンクしますので、ご覧ください。 

１位 ：広島平和記念資料館（原爆ドーム、広島平和記念公園）／広島県広島市 

２位 ：伏見稲荷大社／京都府京都市（伏見稲荷：2017） 

３位 ：箱根彫刻の森美術館／神奈川県箱根町 

４位 ：東大寺／奈良県奈良市（日本における最大の木造建築：2014） 

５位 ：兼六園／石川県金沢市 

６位 ：新宿御苑／東京都新宿区 

７位 ：日光東照宮／栃木県日光市（日光東照宮：2018） 

８位 ：人形ミュージアム／石川県金沢市 

９位 ：姫路城／兵庫県姫路市（姫路城；2020） 

10 位：高野山(奥之院)／和歌山県高野町（高野山：2014、2016、2020） 

11 位：東京都庁展望台／東京都新宿区 

12 位：永観堂禅林寺／京都府京都市 

13 位：縮景園／広島県広島市 

14 位：金閣寺／京都府京都市（金閣寺の構造：2015） 

15 位：愛宕念仏堂（おたぎねんぶつじ）／京都府京都市 

16 位：大本山大聖院／広島県廿日市市 

17 位：久保田一竹美術館／山梨県富士吉田市 

18 位：宮島 (厳島神社)／広島県廿日市市（厳島神社：2018） 

19 位：地獄谷野猿公苑／長野県山ノ内町 

20 位：根津美術館／東京都港区 

21 位：奈良公園／奈良県奈良市 

22 位：三十三間堂／京都府京都市 

23 位：浅草寺／東京都台東区 

24 位：京都鉄道博物館／京都府京都市 

25 位：忠霊塔／山梨県富士吉田市 

26 位：平等院／京都府宇治市 

27 位：栗林公園／香川県高松市 

28 位：中山道馬籠宿／岐阜県中津川市（中山道：2015） 

29 位：奥入瀬渓流／青森県十和田市（奥入瀬渓流：2017） 

30 位：弥山（みせん）／広島県廿日市市 
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https://www.tripadvisor.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B9%B3%E5%92%8C%E8%A8%98%E5%BF%B5%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8F%E8%A6%8B%E7%A8%B2%E8%8D%B7%E5%A4%A7%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%B1%E6%A0%B9_%E5%BD%AB%E5%88%BB%E3%81%AE%E6%A3%AE%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%BC%E5%85%AD%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%BE%A1%E8%8B%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE
https://www.dollsmuseum.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1
https://www.yokoso.metro.tokyo.lg.jp/tenbou/index.html#h2-02
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%85%E6%9E%97%E5%AF%BA_(%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B8%AE%E6%99%AF%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E8%8B%91%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E5%AE%95%E5%BF%B5%E4%BB%8F%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%81%96%E9%99%A2_(%E5%AE%AE%E5%B3%B6)
http://www.itchiku-museum.com/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%B3%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%8D%84%E8%B0%B7%E9%87%8E%E7%8C%BF%E5%85%AC%E8%8B%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E6%B4%A5%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%B8%89%E9%96%93%E5%A0%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E8%8D%89%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E9%89%84%E9%81%93%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8
https://fujiyoshida.net/spot/12
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E7%AD%89%E9%99%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%97%E6%9E%97%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%AC%E7%B1%A0%E5%AE%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E5%85%A5%E7%80%AC%E6%B8%93%E6%B5%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%A5%E5%B1%B1_(%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C)



