
2022 年度第２次口述試験＜出題予想問題＞＜決定版＞＜厳選 125 題＞ 

2013 年度～2021 年度に出題された「プレゼン問題」（330 題）、「通訳問題」（62 題）、「外国語訳

問題」（48 題）の合計 440 題を分析し、2022 年度に出題が予想される「プレゼン問題」「外国語訳

問題」＜出題予想問題＞＜決定版＞＜厳選 125 題＞を作成しました。 

＜模擬面接特訓＞（無料）を受講予定の方は、本＜厳選 125 題＞を 予習課題 としてください。 

●本書の特徴

（1）＜厳選 125 題＞を 22 のジャンルに分類し、学習の便としました。

（2）＜厳選 125 題＞は、主に、2013 年度～2021 年度に出題されていないものを選んだが、再

出題が予想されるものについては掲載しました。 

（3）すべての項目に リンクを張り、学習の便としました。

（4）三段階の重要度を示し、学習の便としました。

・最重要  →  ★★★

・非常に重要→★★ 

・重要 → ★

●観光地

★★★銀座 、東京スカイツリー、皇居東御苑 、日光 、箱根

★★日本三景 （松島 、天橋立 、厳島 ）、東京タワー、奈良

★京都 、鎌倉 、浅草 、奈良公園

●世界遺産

★★★日本の世界遺産 、比叡山

★★沖ノ島 、富岡製糸場

★富士山 、屋久島

●歴史

★★★鹿鳴館 、明治維新 、将軍

★★大名 、マシュー・ペリー(提督)

★武士道 、朝廷

●寺・神社

★★★明治神宮 、日光東照宮（陽明門）、五重塔 、法隆寺

★★伊勢神宮 、金閣寺 、春日大社 、大仏

★清水寺（本堂の舞台）、東大寺（奈良大仏）、高徳院（鎌倉大仏）、おみくじ

●宗教

★★★仏教 、座禅

★★神道

★禅宗
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●祭

★★★京都三大祭 （葵祭 （5 月）、祇園祭 （7 月）、時代祭 （10 月））

●食べ物

★★★寿司 、すき焼き 、天ぷら

★★しゃぶしゃぶ 、緑茶 、味噌 、牛丼

★うどん 、回転寿司

●庭園

★★★日本の庭園 、枯山水 、

★★日本三名園 （偕楽園 、兼六園 、後楽園 ）

★借景 、石灯籠

●温泉

★★★温泉 、露天風呂

●伝統芸能

★★★歌舞伎 、能

★★狂言

★文楽

●文化・美術

★★★生け花 、茶の湯

★★富嶽三十六景 、書道 、水墨画

★漢字 、判子

●経済・ビジネス

★★★DX（デジタルトランスフォーメーション)

★★円安 、インフレ

★終身雇用 、年功序列 、根回し

●社会現象、社会問題

★★★少子高齢化

●年中行事

★★★正月 、新年会 、忘年会

★★端午の節句

★田植え

●生活様式

★★★浴衣 、床の間

★★下駄 、畳

★はかま 、はちまき
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●教育 

★★★日本の学校制度  

★★予備校  

★修学旅行  

●文学 

★★★源氏物語  

★★和歌 、俳句 、川柳  

★平家物語  

●スポーツ・ゲーム 

★★★柔道 、相撲 、剣道  

★★将棋 、囲碁  

★パチンコ  

●自然・自然災害 

★★★日本の自然、地震 、津波  

★★紅葉前線 、台風  

★噴火  

●NHK 大河ドラマ 

★★★「鎌倉殿 の 13 人」（2022 年放映中） 

★★「どうする家康」徳川家康 （2023 年放映予定） 

★「光る君へ」紫式部 （2024 年放映予定） 

●新しいお札の肖像画（2024 年発行予定） 

★★★津田梅子 （5 千円）、 

★★北里柴三郎 （千円） 

★渋沢栄一 （1 万円）(2021 年度出題) 

●日本人・国民性 

★★★本音と建前  

★★わび・さび  

★義理・人情  

以上 
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