
ごあいさつ 

 

拝啓 

時下、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

この度は、「日本的事象英文説明３００選」（書籍+ＣＤ）をお買い求めいただき

まして誠に有難うございました。 ご注文の商品を同封させていただきましたの

で、ご確認ください。「日本的事象英文説明３００選」は、累計で 20 万冊以上利

用されている全国通訳案内士試験受験者のバイブルと呼ばれている受験必携

書です。しっかり勉強（暗記）して合格の一助としていただきたいと存じます。 

 

・同封の外国人観光客向けパンフレットについて 

同封のパンフレットは、外国人観光客向けツアーの定番満載のパンフレット

です。全国通訳案内士試験の受験準備をすすめる上で、通訳ガイドの視点はと

ても重要で、特に、第 2次口述試験では、試験官は受験者に対して「通訳ガイド

の立場から回答しなさい」と指示することになっています。 

パンフレットを読むことによって、外国人観光客向けのツアーが具体的にど

のようなもの（訪問する観光地など）かが分かりますし、そこで使われている（観

光）語句は、そのまま、第 1 次筆記試験、第 2 次口述試験の準備にも役に立ち

ます。このような観点から、本パンフレットをご提供させていただいております

ので、ご利用いただければ幸いです。 

 

・サッチャー女史＜特別講演会＞(DVD)をプレゼント 

元英国首相マーガレット・サッチャー女史は、1994 年から 2003 年まで、ハロ

ー通訳アカデミーの名誉最高顧問として、計6回＜特別講演会＞にてご講演い

ただきました。今回、二回分の講演の DVD をプレゼントさせていただきますの

で、お時間のある時にご覧ください。 

最後に、あなた様のご健康と試験合格を心よりお祈り申し上げます。 

敬具 

 

 

ありえへんサービスを提供する  

ハロー通訳アカデミー 

学院長 

植山源一郎 

 メールアドレス: info@hello.ac
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「日本的事象英文説明 300 選」の出題実績 

（第１次筆記試験・第２次口述試験） 

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。 

・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) 

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) 

踏絵 

寺子屋 

浪人 

君が代 

【観光】 

新幹線（2013 年２次通訳・プレゼン) 

旅館（2013 年２次プレゼン) 

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) 

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) 

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) 

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) 

酢の物 

しゃぶしゃぶ（2013 年１次ドイツ語)（2017 年１

次英語) 

お節料理（2015 年１次独語)（2015 年２次通
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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 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

すずり 

水墨画 

浮世絵（2013 年２次通訳・プレゼン) 

菊人形 

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 
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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) 

折紙 

千羽鶴（2017 年２次プレゼン) 

のし 

根付 

判子 

【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 

道場 

相撲（2008 年２次)（2017 年２次プレゼン) 

（2019 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) 

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) 

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) 

おみくじ（2018 年１次イタリア語) 

神輿 

こま犬 

しめ縄 
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七福神 

稲荷神社 

【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) 

田植え 

七夕 

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) 

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 

除夜の鐘 

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) 

葵祭（2017 年１次英語) 

昭和の日 

【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) 

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 
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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（2012 年１次英語)（2015 年２次プレゼン) 

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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第２次口述試験（全外国語共通）の出題実績  

●2013 年度(10 題出題) 

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) 

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) 

浮世絵について(P.52) 

●2014 年度(6 題出題) 

古墳(P.8) 

鎖国(P.12) 

日本三景(P.22) 

初詣(P.82) 

宝くじ(P.110) 

風鈴(P.106) 

●2015 年度(14 題出題) 

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) 

●2016 年度(15 題出題) 

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) 

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) 

●2017 年度（13 題出題） 

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) 
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●2018 年度（10 題出題） 

日光東照宮(P.18） 

鎌倉(P.20） 

鳥居(P.72） 

賽銭箱(P.72） 

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（13 題出題） 

＜外国語訳のテーマ＞として出題されたもの（５題）  

箱根（P.18） 

相撲（P.64） 

寿司（P.26） 

着物（P.100） 

お節料理（P.28） 

 

＜プレゼンテーションのテーマ＞として出題されたもの（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 ジ） 

天橋立（P.22） 

お好み焼き（P.38） 

ビアガーデン（P.112） 

 

以上 
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全国通訳案内士試験 

第２次口述試験問題（2013 年～2018 年） 

ハロー通訳アカデミー
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本書は、2013 年度から 2018 年度までのすべての第２次口述試験＜外国語訳問題＞

（2017 年以前は＜通訳問題＞）と＜プレゼン問題＞（全外国語共通）を、年度別、時

間帯別にまとめた＜日本で唯一正確なもの＞です。 

●凡例

(1)【10：00～11：00】は、出題された時間帯を示します。

(2)＜外国語訳問題＞（2017 年以前は＜通訳問題＞）の後の（平等院鳳凰堂）などの名称は、私が便宜的

に付けたものです。 

(3)文中の（P.16）は、「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。

━━━━━━━━━━━━━━ 

2018 年度第２次口述試験問題 

━━━━━━━━━━━━━━ 

【金閣寺と浅草の＜外国語訳の日本文＞の出典が判明!!】 

2018 年度の【10：00～11：00】（金閣寺）と【16：30～17：30】（浅草）の＜外国語訳の日本文＞の出典は、

『英語で説明する日本の観光名所 100 選』語研です。 http://hello.ac/asakusa.kinkakuji.PDF 

【10：00～11：00】(その 1) 

●＜プレゼン問題＞(1)正倉院 (2)集団登下校 (3)働き方改革

●＜外国語訳問題＞（平等院鳳凰堂）

宇治平等院鳳凰堂は、古都京都の文化遺産のひとつとして世界文化遺産に登録されています。鳳凰堂

は、池の中にある島の上に建てられています。建物の中には阿弥陀如来像があり、それは 52 体の供養

菩薩像で囲まれています。その眺めは幻想的で、すばらしい極楽浄土を表しています。 

●＜シチュエーション＞

鳳凰堂を楽しみにしてきた観光客からガイドを頼まれたが、工事中でブルーシートに覆われていて見え

ません。さあ、どうしますか。 

●＜条件＞

お客様の自由時間は 1 時間ほどで、その後、ホテルに戻る予定ですが、スケジュールは厳密に決められ

ているわけではありません。 

【10：00～11：00】(その 2) 

●＜プレゼン問題＞(1)鎌倉(P.20） (2)無礼講 (3)スクランブル交差点

●＜外国語訳問題＞（金閣寺）

金閣寺は禅寺・鹿苑寺の境内に建つ金色の建物で、京都に 17 ある世界文化遺産の一つに指定されてい

ます。金閣寺は、回遊式庭園にある 3 階建ての建物で、2 階と 3 階は純金箔で覆われています。創建時

の建物は、戦後、放火により焼失しましたが、その数年後に再建されました。 

●＜シチュエーション＞

金閣寺を楽しみにしてきた観光客からガイドを頼まれたが、工事中でブルーシートに覆われていて見えま

せん。さあ、どうしますか。 
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●＜条件＞ 

お客様の自由時間は 1 時間ほどで、その後、ホテルに戻る予定ですが、スケジュールは厳密に決められ

ているわけではありません。 

 

【11：00～12：00】(その 1) 

●＜プレゼン問題＞(1)根回し(P.118） (2)除夜の鐘(P.96） (3)太陽光発電 

●＜外国語訳問題＞（和食Ａ） 

和食はユネスコ無形文化遺産に登録されています。一汁三菜を基本として、米を主食に、おかずと汁物で

構成されています。自然や季節の行事に関連しており、健康にも良いと言われています。 

●＜シチュエーション＞ 

お客様が、ぜひ日本料理店で和食を食べたいと言っていますが、近くには、日本料理店はありません。あ

なたは、ガイドとしてどのように対処しますか。また、急な旅程変更は難しい状況です。 

●＜条件＞ 

近くに中華料理店やファミリーレストランはありますが、日本料理店を遠くまで探しにいく時間はありません。

また、旅程を変更することはできません。 

 

【11：00～12：00】(その 2) 

●＜プレゼン問題＞(1)日光東照宮(P.18） (2)灯籠流し (3)割り勘 

●＜外国語訳問題＞（和食Ｂ） 

和食は、旬の食材を用いて調理するのが特徴です。天ぷら、寿司、すきやきは、日本を訪れる外国人旅

行者に大変人気があります。もともと、和食は、貴族、僧侶、武士の食事でしたが、和食の本質的な魅力

は、その作法の美しさや伝統にあり、中でも、寺の僧侶に育まれた精進料理は伝統的な和食の一つです。 

●＜シチュエーション＞ 

お客様が、ぜひ日本料理店で和食を食べたいと言っていますが、近くには、日本料理店はありません。あ

なたは、ガイドとしてどのように対処しますか。また、急な旅程変更は難しい状況です。 

●＜条件＞ 

近くに中華料理店やファミリーレストランはありますが、日本料理店を遠くまで探しにいく時間はありません。

また、旅程を変更することはできません。 

 

【13：00～14：00】(その 1) 

●＜プレゼン問題＞(1)リボ払い (2)流鏑馬 (3)猫カフェ 

●＜外国語訳問題＞（居酒屋） 

日本には居酒屋というパブ風の飲食店があり、手頃な値段で、簡単なおつまみからボリュームのある肉

料理まで用意されています。居酒屋は、グループでも一人でも楽しめます。 

●＜シチュエーション＞ 

午後から夕方まで案内をし、夕方頃になって、ツアー客のひとりに、予定にはなかった居酒屋に行きたい

と言われた。 

●＜条件＞ 

近くに、居酒屋はないし、ツアーの時間からも、行くことはできない。バーか、スナックならある。お客様に

なんと言いますか。 
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【13：00～14：00】(その 2) 

●＜プレゼン問題＞(1)元号 (2)盆踊り(P.90） (3)路上喫煙 

●＜外国語訳問題＞（ラーメン） 

ラーメンは、元々中国から伝わった麺の料理です。最近では、日本で大変人気の食べ物で、海外でも人

気があります。麺、具材、スープは、地方によって異なり、ご当地ラーメンと言われるものもあります。その

手頃な値段から、ラーメンは観光客を惹きつける魅力の一つになっています。 

●＜シチュエーション＞ 

イスラム教徒のお客さんが、旅行の途中で、ラーメンを食べたいと言っています。 

●＜条件＞ 

近くに、ハラル対応の店がありません。お客様にどう対応しますか。 

 

【14：00～15：00】(その 1) 

●＜プレゼン問題＞(1)終活 (2)うち水 (3)食品サンプル 

●＜外国語訳問題＞（旅館） 

旅館は日本の伝統的な宿泊施設で、滞在しながら、日本文化と習慣に触れることができます。多くの旅館

では、和室と食事、温泉、浴衣を提供します。夕食には、地元の食材を使った和食のコース料理が出され

ます。たいてい、宿泊料金には、夕食と朝食代が含まれています。 

●＜シチュエーション＞ 

あなたは、ガイドでお客様と旅館にいます。お客様から、夕食は和食のコースではなくアラカルト料理に変

更したい、とのリクエストがありました。交渉したが、旅館側からは、料金に和食のコース分も含まれており、

アラカルトメニューは出せないとのことでした。あなたは、お客様にどのように説明しますか。 

●＜条件＞ 

宿泊料金には、夕食と朝食代が含まれている。和食のコース料理の変更はできません。 

 

【14：00～15：00】(その 2) 

●＜外国語訳問題＞（刺青） 

●＜プレゼン問題＞(1)琵琶湖 (2)ししおどし (3)スタジオジブリ日本には公衆浴場がありますが、今では

日帰り温泉もあって人気です。このような公衆浴場では、以前は、刺青をした人の入浴を断られてきました。

しかし、最近では、公衆浴場や温泉でも入れ墨をしていても入れるように緩和されてきました。 

●＜シチュエーション＞ 

お客様は、大浴場に入るのを楽しみにして来たが、お客様全員に刺青が入っているため、大浴場への入

場を断られました。あなたは、交渉しましたがだめでした。どうしますか。 

●＜条件＞ 

入浴予定だった施設に、事前に、刺青のあるお客さんがいることを交渉していたが、拒否されていた。 

 

【15：30～16：30】(その 1) 

●＜プレゼン問題＞(1)水引 (2)鳥居(P.72） (3)お花見(P.86） 

●＜外国語訳問題＞（温泉） 

日本は火山国で、2,000 以上もの温泉があります。昔から、日本人は、病気療養や健康増進のために、温

泉を利用してきました。露天風呂は、自然と触れ合うことができ国内外の観光客に人気です。長野県には、
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野生のサルが温泉に入る公園があり、このサルを見学するツアーが外国人旅行客に人気です。 

●＜シチュエーション＞ 

日本の温泉施設は、タトゥーがある客を断るところが多い。あなたのお客様が、温泉旅館で大浴場に入り

たいと言っていますが、全員がタトーゥをした人たちです。施設と交渉したのですが、入浴を断られてしま

いました。通訳案内士として、お客様にどのように対応しますか。 

●＜条件＞ 

旅館に交渉したが断られている。 

 

【15：30～16：30】(その 2) 

●＜プレゼン問題＞(1)神対応 (2)三が日(P.80） (3)グリーン車 

●＜外国語訳問題＞（奈良） 

奈良は、古くは日本の首都で平城京がおかれ、国際色豊かな天平文化が花開きました。歴史的、文化的

遺産にめぐまれ、奈良にはいまも多くの寺院や神社があり、国宝の数は日本で最多を数えます。現在も年

間を通じて多くの行事が行われ、国際観光都市として多くの観光客を集めています。 

●＜シチュエーション＞ 

奈良の半日ツアーで、東大寺、興福寺、春日大社、法隆寺をまわる予定だったが、法隆寺は少し遠いの

で全部は回れません。どうしますか。 

●＜条件＞ 

半日というツアー時間を伸ばすことができませんが、エージェンシーは変更には柔軟で、半日をどうアテン

ドするかについては何も制約もありません。回る場所は自由に変えることができます。 

 

【16：30～17：30】(その 1) 

●＜プレゼン問題＞(1)杉玉 (2)賽銭箱(P.72） (3)もんじゃ焼き 

●＜外国語訳問題＞（浅草） 

浅草は、都内最古で最大の寺院である門前町として栄えてきました。山門の雷門は巨大な赤い提灯が浅

草のランドマークとして非常に有名です。寺に延びる仲見世通りはには、土産物屋やお菓子屋がひしめき

合い、多くの外国人観光客でいつも賑わっています。 

●＜シチュエーション＞ 

あなたの受けた半日ツアーの旅程には、スカイツリー、皇居、明治神宮、浅草寺の４か所を回ると書いて

あるが、とても半日では全部を回り切れません。お客様にそのことをどのように説明しますか。試験官をお

客様と思って英語で説明してください。どのように対応しますか？ 

●＜条件＞ 

半日ツアーの時間を延長することも、変更することもできないが、旅行代理店からは、予定を変更しても良

いとの了解を得ている。また、個人旅行なので、交通機関の変更は可能である。 
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【16：30～17：30】(その 2) 

●＜プレゼン問題＞(1)リニアモーターカー (2)彼岸(P.90） (3)知床 

●＜外国語訳問題＞（京都） 

京都には古都京都の文化財として世界遺産に登録されている寺院や神社、城郭が 17 か所あります。そ

の多くが京都市内に点在しており、国宝となっているものもあります。それらの建造物や素晴らしい庭園は、

多くの訪日外国人観光客を魅了しています。 

●＜シチュエーション＞ 

今日は、京都半日ツアーの予定で、金閣寺、清水寺、平安神宮、平等院をまわる予定であるが、平等院

は離れているため４か所を回ることができない。このような場合どのように対応しますか。 

●＜条件＞ 

ツアーは自由に組んでもよいが、時間延長はできないこととエージェントから言われています。 

 

━━━━━━━━━━━━━━ 

2017 年度第２次口述試験問題 

━━━━━━━━━━━━━━ 

【10：00～11：00】(その 1) 

●＜通訳問題＞カツ丼 

カツ丼は、ご飯の上に、タレと卵でとじた豚カツを乗せた丼料理です。庶民的家庭料理ですが、外食として

も人気があります。一般的なカツ丼は、一旦豚カツを作ってから玉ねぎとタレで軽く煮こんでからとき卵を

入れ温かいご飯の上に乗せて食べます。 

●＜プレゼン問題＞(1)交番(P.112) (2)奥入瀬渓流 (3)インスタ映え 

 

【10：00～11：00】(その 2) 

●＜通訳問題＞梅雨 

日本には、北海道を除き春と夏の間に梅雨と呼ばれる雨季があります。日本は南北に細長いので、梅雨

は沖縄と東北では約１カ月ずれます。梅雨が終わると本格的な夏が来て、気温が上がります。梅雨は日

本の農業、特に稲作にとって重要です。 

●＜プレゼン問題＞(1)たこ焼き(P.38) (2)伏見稲荷 (3)待機児童問題 

 

【11：00～12：00】(その 1) 

●＜通訳問題＞森ジブリ美術館 

三鷹の森ジブリ美術館は、東京の三鷹市にある市立のアニメーション美術館です。館長は宮崎駿監督で、

「となりのトトロ」や「魔女の宅急便」などの絵コンテを展示しています。台湾、香港、豪州（オーストラリアと

読まれた受験者もいました）などから、多い時には一日 1000 人以上の訪日外国人が訪れます。 

●＜プレゼン問題＞(1)絵馬(P.76) (2)燗酒 (3)シルバーウィーク 
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【11：00～12：00】(その 2) 

●＜通訳問題＞パクチー 

パクチーは、独特な香りから好き嫌いが分かれます。近年の東南アジア料理の人気が高まるにつれ、専

門レストランができたり、スーパーでも売られるようになりました。以前は中国語や英語で呼ばれていまし

たが、今ではタイ語でパクチーと呼ばれています。 

●＜プレゼン問題＞(1)前方後円墳 (2)夏祭り (3)テレビ離れ 

 

【13：00～14：00】(その 1) 

●＜通訳問題＞屋形船 

屋形船は、船の上に屋根がついたもので、元々、貴族が舟遊びに使っていました。後になって、庶民が水

上での飲食を楽しんだり、娯楽や観光に使うようになりました。今では、春には花見、夏には納涼や花火

見物のために多くの人が利用しています。 

●＜プレゼン問題＞(1)宮内庁 (2)満員電車 (3)コミックマーケット 

 

【13：00～14：00】(その 2) 

●＜通訳問題＞演歌 

演歌は、日本人の心を歌う歌謡曲の一つのジャンルで、古くからあるものと思われがちですが、その歴史

は意外と新しく 1960 年代に始まったと言われています。明治時代から戦前までは、ジャズやシャンソンと

いった外国音楽や唱歌、軍歌などが人気がありました。 

●＜プレゼン問題＞(1)神道(P.70) (2)回転寿司(P.28) (3)潮干狩り 

 

【14：00～15：00】(その 1) 

●＜通訳問題＞道後温泉 

道後温泉は、四国愛媛県松山市に湧出する温泉です。日本三古湯の一つとして、その存在は古代から知

られ、万葉集にもその名が記されています。また、夏目漱石の小説「坊ちゃん」の舞台にも登場したことで

有名で、愛媛県を代表する観光地となっています。共同浴場がある道後温泉本館は街のシンボルです。 

●＜プレゼン問題＞(1)門松(P.80) (2)大相撲(P.64) (3)ちらし寿司 

 

【14：00～15：00】(その 2) 

●＜通訳問題＞プレミアムフライデー 

プレミアムフライデーは、政府と経済界が作った政策で、月末の金曜日は仕事を早めに切り上げ退社し、

買い物をしたり、友達と食事をしたり、旅行に出たりすることを促進する消費喚起が目的です。2017年 2月

24 日から開始され、消費促進だけでなく、充実感を感じ、満足感の高い生活スタイルを構築することも目

的です。 

●＜プレゼン問題＞(1)厳島神社 (2)割烹着 (3)夏目漱石 
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【16：00～17：00】(その 1) 

●＜通訳問題＞花火大会 

日本では、花火大会が夏の風物詩です。7 月から 8 月にかけて、各自治体で花火大会が開催されます。

一部の地域では大きな花火大会がおこなわれます。特に、江戸中期からの伝統と格式がある東京の隅田

川の花火大会は格別で、屋形船から見る花火はおすすめです。 

●＜プレゼン問題＞(1)千羽鶴(P.58) (2)ジンギスカン (3)民泊 

 

【16：00～17：00】(その 2) 

●＜通訳問題＞ねぶた祭り 

東北三大祭りの一つである青森のねぶた祭りは、8 月上旬に行われます。歌舞伎をテーマにした人形の

山車とともに、ハネトと呼ばれる踊り手が街を練り歩く大変勇壮な祭りです。最近では、ねぶた祭りはアメ

リカ、フランス、ブラジルでも行われており、国際交流に一役買っています。 

●＜プレゼン問題＞(1)お刺身(P.28) (2)お歳暮(P.94) (3)一富士二鷹三茄子 

 

【17：00～18：00】(その 1) 

●＜通訳問題＞日光東照宮陽明門 

日光東照宮の陽明門は、日本を代表する素晴らしい芸術作品で国宝にも指定されています。一日中見て

いても飽きないので、ひぐらしの門とも呼ばれています。今年、44 年ぶりに 21 回目の修復を終え、古代中

国の故事や聖人をかたどった 500 以上の美しい彫刻がよみがえりました。 

●＜プレゼン問題＞(1)風呂敷(P.58) (2)七草 (3)ドローン 

 

【17：00～18：00】(その 2) 

●＜通訳問題＞摩周湖 

摩周湖は北海道の東部に位置する湖です。火山の噴火によってできた窪地に水が溜まってできたカルデ

ラ湖で、周囲は 20 キロメートル、最大水深は約 212 メートルあります。透明度がとても高く、青以外の光を

あまり反射しないことから、よく晴れた日の湖面の色はとても美しい青色になり「摩周ブルー」と呼ばれて

います。 

●＜プレゼン問題＞(1)おせち料理(P.28) (2)鯉のぼり(P.86) (3)桜前線 
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━━━━━━━━━━━━━━ 

2016 年度第２次口述試験問題 

━━━━━━━━━━━━━━ 

【10：00～11：00】(その 1) 

●＜通訳問題＞そば 

そばは厳しい気象条件の荒れ地でも育つことから、世界中に広く栽培されています。日本でも古くから食

べられてきたもので、信州は冷涼でやせた土地が多く、良質なそばがとれたことからそばの名産地として

知られていました。そばはそばがきやクレープのように食べられる例が世界的に多いのですが、日本独自

の進化として麺状にして食べています。 

●＜プレゼン問題＞(1)盆栽(P.56) (2)御朱印 (3)ラムサ－ル条約 

 

【10：00～11：00】(その 2) 

●＜通訳問題＞干潟 

日本各地の川の河口には干潟がたくさんあり、古くからのりの養殖などの漁業がさかんに行われてきまし

た。しかし、臨海部の大都市で土地が不足しはじめると、工業用地や下水処理場などの施設をつくるため

に、干潟が大規模に埋め立てられることが多くなりました。このため現在は、とくに大都市の近郊で、干潟

はほとんど姿を消しつつあります。 

●＜プレゼン問題＞(1)下駄(P.104) (2)おばんざい料理 (3)日本の免税制度 

 

【11：00～12：00】(その 1) 

●＜通訳問題＞鳥居 

神社にお参りに行くと、最初に見えてくるのが「鳥居」です。「鳥居」は神聖な場所である神域への門です。

語源は、「通り入る」がなまったという説や、日本最古の歴史書「古事記」に出てくる「鳥の止まり木」など、

いくつか説があります。また造りや材質はさまざまで、地域や神社によって異なります。 

●＜プレゼン問題＞(1)ひな祭り(P.84) (2)日本の世界遺産 (3)江戸城 

 

【11：00～12：00】(その 2) 

●＜通訳問題＞眼鏡橋 

長崎にある眼鏡橋は、アーチ形の石橋で中島川にかかっています。水面に写る二つの丸い輪が、眼鏡の

ように見えることから、そう呼ばれています。1960 年に国の重要文化財に指定されました。1982 年の大水

害で一部崩壊しましたが、翌年には復元され、現在に至っています。 

●＜プレゼン問題＞(1)茶室の役割 (2)厄年 (3)国立西洋美術館 

 

【13：00～14：00】(その 1) 

●＜通訳問題＞富士登山 

富士山に登る人に対していくつかの禁止事項があります。花や実、昆虫を採取してはいけません。岩や溶

岩を持ち帰ってはいけません。また位置を変えることも禁止です。決められたルート以外を通ってはいけ

ません。岩や建物などへの落書き、火を焚いたり、テントを設営したりしてはいけません。登山者の動物を

放すことも禁じられています。 

●＜プレゼン問題＞(1)川柳 (2)日本の城の種類 (3)人力車 
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【13：00～14：00】(その 2) 

●＜通訳問題＞酢飯 

これから、寿司めしの作り方を説明します。まず、初めに、少し、米を硬めに炊きます。炊いたお米を、しゃ

もじで、寿司桶に移します。次に、寿司酢をしゃもじに伝うようにして、少しずつ、全体に行き渡るように、か

けます。ここで、すぐに、混ぜないでください。5 秒ほど、待ってから、やわらかく混ぜます。これは、米に、

寿司酢を浸透させるためです。 

●＜プレゼン問題＞(1)合気道(P.62) (2)神社(P.72) (3)日本の家庭 

 

【14：00～15：00】(その 1) 

●＜通訳問題＞山梨県のブドウ 

山梨はフルーツの日本有数の生産地です。とりわけブドウの生産が盛んです。これは四方が山に囲まれ

た盆地気候によるものです。夏は暑く、冬は降水量が少ないブドウ栽培に適した気候によるものです。 

●＜プレゼン問題＞(1)お盆(P.90) (2)江戸時代の身分制度 (3)鏡開き 

 

【14：00～15：00】(その 2) 

●＜通訳問題＞チューリップ 

富山平野では戦前から水田の裏作としてチューリップの球根を栽培してきました。チューリップの球根は

国内だけでなく海外へも出荷されます。富山県の砺波市では毎年、となみチューリップフェアが 4 月から 5

月にかけて開催され、700 種、300 万本の色とりどりのチューリップが咲き乱れます。 

●＜プレゼン問題＞(1)天皇制度(P.123) (2)高野山 (3)日本の国立公園 

 

【15：30～16：30】(その 1) 

●＜通訳問題＞迎賓館 

迎賓館、赤坂離宮は、かつて紀州徳川家の江戸中屋敷があった広大な敷地の一部に、1909 年に東宮御

所として建設されたもので、当時日本の一流建築家や美術工芸家が総力を挙げて建設した日本における

唯一のネオ・バロック様式の西洋風宮殿建築です。 

●＜プレゼン問題＞(1)振袖(P.102) (2)和紙 (3)グリーンツーリズム 

 

【15：30～16：30】(その 2) 

●＜通訳問題＞日本橋 

日本橋は文化財にも指定されている古い橋です。被るように高速があります。首都高は 1964 年の東京オ

リンピックを目指して建設されました。それは現在も大都市東京の大動脈です。日本橋は文化財に指定さ

れている橋です。しかし、現在、日本橋の上は高速道路で覆われています。高速道路は 1964 年の東京オ

リンピックの年に整備されましたが、いまでも首都の重要な大動脈として機能しています。 

●＜プレゼン問題＞(1)初詣(P.82) (2)七夕(P.88) (3)文化の日(P.92) 

  

18



【16：30～17：30】(その 1) 

●＜通訳問題＞偕楽園 

偕楽園は金沢の兼六園、岡山の後楽園とならぶ「日本三名園」のひとつで、1842 年に水戸藩第九代藩主

徳川斉昭によって造園されました。斉昭は、千波湖（せんばこ）に臨む七面山（しちめんさん）を切り開き、

領内の民と偕（とも）に楽しむ場にしたいと願い、「偕楽園」をつくりました。 

●＜プレゼン問題＞(1)納豆(P.38) (2)七五三(P.92) (3)お伊勢参り 

 

【16：30～17：30】(その 2) 

●＜通訳問題＞大阪 

古来から、大阪はあらゆる地方から人が集まってくる場所。交通量の多い瀬戸内海と、内陸から大阪湾に

向かって流れる川が合流する地点にある大阪。大昔、まだまだ電車や車が走っていなかった頃から、経

済の中心地として発展し、アジア全域からの貿易商や旅人を迎える日本の玄関となっていました。 

●＜プレゼン問題＞(1)漆器(P.52) (2)提灯(P.108) (3)駅の自動改札 

 

━━━━━━━━━━━━━━ 

2015 年度第２次口述試験問題 

━━━━━━━━━━━━━━ 

【10：00～11：00】(その 1) 

●＜通訳問題＞福岡県の看板 

福岡県では、看板やバスの行先を示す表示などが中国語、韓国語、英語で書かれていることが多く、昔

から中国や朝鮮半島と関係があったことに由来しています。また、防塁遺跡などの元寇に関連した史跡等、

中国や朝鮮と歴史的に関連した史跡も多く見られます。 

●＜プレゼン問題＞(1)招き猫(P.58) (2)小京都 (3)軍師 

 

【10：00～11：00】(その 2) 

●＜通訳問題＞戻ってきた財布 

外国人の友達が電車の中で財布を忘れましたが、後日、その財布が戻ってきました。日本の治安の良さ、

日本人の親切さに感動したと SNS に投稿したら、世界中からたくさん反響がありました。私は日本人であ

ることに誇り思いました。 

●＜プレゼン問題＞(1)札幌雪まつり(P.82) (2)恵方巻き (3)日本の数字の数え方 

 

【10：00～11：00】(その 3) 

●＜通訳問題＞東京湾の埋め立て地 

東京湾の埋め立て地は、かつては工場や港湾施設が立ち並んでいましたが、現在では、オフィスビルや

高層住宅、レジャー施設などが多く見られるようになりました。 

●＜プレゼン問題＞(1)カプセルホテル(（P.18) (2)一万円札に描かれた人物 (3)ゴールデンルー 
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【10：00～11：00】(その 4) 

●＜通訳問題＞着物 

一口に着物と言っても、さまざまな種類があり、着て行く場所、着る人の年齢などにより素材、袖の長さ、

模様やランクが分けられています。着物には格式があるので、カジュアルな着物をフォーマルな場所で着

ないように、気をつけなければいけません。 

●＜プレゼン問題＞(1)火祭り (2)お受験 (3)仏像の種類と特徴 

【11：00～12：00】(その 1) 

●＜通訳問題＞駅弁 

駅弁は駅や車内で売られている弁当です。郷土色豊かな食材を使ったものもあります。冷めても美味しく

食べられるように様々な工夫がされており、中には、化学反応を利用して温められるものもあります。 

●＜プレゼン問題＞(1)のれん（P.106) (2)家元制度 (3)渋谷スクランブル交差点 

 

【11：00～12：00】(その 2) 

●＜通訳問題＞山梨県 

山梨県は山に囲まれているのに、なぜ「山なし」県と呼ばれるのでしょうか。一説には、山梨は、山また山、

山成す地であることからきているとのことです。山がたくさんあるのに、「山梨県」とは大変興味深い。 

●＜プレゼン問題＞(1)銭湯（P.112) (2)書院造 (3)出羽三山 

【11：00～12：00】(その 3) 

●＜通訳問題＞町人文化 

17 世紀後半から 18 世紀前半にかけては、平和な時代で、大坂や京都で町人文化が栄えました。歌舞伎

が発達し、人形浄瑠璃や俳句とともに庶民の間で流行しました。 

●＜プレゼン問題＞(1)日本の湖 (2)聖徳太子 (3)一年を表す漢字 

 

【11：00～12：00】(その 4) 

●＜通訳問題＞灘の酒 

神戸の灘は昔から酒造りで有名なところです。灘の酒が美味しい理由は、六甲山系から流れる宮水と呼

ばれる良質な水と近隣でとれる良質な米、丹波の杜氏の優れた技術があるからです。 

●＜プレゼン問題＞(1)西国三十三箇所 (2)大奥 (3)流行語大賞 

 

【13：00～14：00】(その 1) 

●＜通訳問題＞扇子 

芸者さんが踊りに欠かすことのできない扇子は、もともと九世紀に朝鮮から伝わったもので、高貴な女性

が顔を隠すのに使われたうちわのようなものでした。これは、木で出来ていて重かったので、木の枠に紙

を張って軽くし、折り畳んで持ち歩けるように改良されました。 

●＜プレゼン問題＞(1)日本で人気のスポーツ(P.62) (2)鍋料理 (3)ししおどし 

 

  

20



【13：00～14：00】(その 2) 

●＜通訳問題＞ラジオ体操 

日本には、ラジオ体操という、ラジオから流れる音楽あるいは号令にあわせて行う体操があります。ラジオ

体操は、工場や工事現場で始業前に行われたり、また、小学生の子供たちが早起きの習慣をつけるため

に、夏休みの早朝に近くの公園などに集まって行われます。 

●＜プレゼン問題＞(1)合掌造り (2)金沢の名産品 (3)坂本龍馬 

 

【13：00～14：00】(その 3) 

●＜通訳問題＞日本の城 

日本の城の多くは堀に囲まれています。これは、敵の侵入を防ぐためだけではなく、適度な距離を取るこ

とで、敵の矢や鉄砲が届かないようにする工夫でした。 

●＜プレゼン問題＞(1)冬至 (2)けん玉 (3)街コン 

 

【13：00～14：00】(その 4) 

●＜通訳問題＞野猿公苑 

長野県の地獄谷にある野猿公苑は、猿が温泉につかるので有名です。これは、開発による山林の伐採な

どによって、住む場所を追われたサルたちが人里に降りて作物を荒らしたため、餌場として公苑を作った

のが始まりです。 

●＜プレゼン問題＞(1)日本の城の種類とその特徴 (2)鬼 (3)日本のバレンタインデー 

 

【14：00～15：00】(その 1) 

●＜通訳問題＞神道 

日本古来の宗教である神道では、神々は山や森の木々に宿ると考えられ、参道の両側に広がる森は神

の領域とされています。大きく息を吸って、この神聖な空気を味わってください。 

●＜プレゼン問題＞(1)お茶漬け(P.34) (2)新撰組(3)日本の野生動物 

 

【14：00～15：00】(その 2) 

●＜通訳問題＞日本の家電製品 

日本の家電製品は信頼性が高く、海外でもよく知られています。また、最近では、日本を訪れる外国人観

光客の中で、母国へのお土産として日本の家電製品を買う人が増えています。そのため、家電量販店で

は様々な外国語を話せるスタッフを雇って対応しています。 

●＜プレゼン問題＞(1)漆器(P.52) (2)風林火山 (3)田んぼアート 

 

【14：00～15：00】(その 3) 

●＜通訳問題＞築地市場 

築地市場は、1 日 8,800 トンの水産物、野菜、果物を扱う世界的にも巨大な市場で、この分量が 1 日で取

引され、東京の胃袋を支えているのは驚くべきことです。 

●＜プレゼン問題＞(1)お地蔵さん(P.76) (2)立山黒部アルペンルート (3)徳川家康 
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【14：00～15：00】(その 4) 

●＜通訳問題＞おせち料理 

おせち料理には、縁起の良いものが入れられます。穴から将来を見通せるようにれんこん、一生懸命に

通じるマメで元気さを表す黒豆、子孫繁栄を願う数の子などです。 

●＜プレゼン問題＞(1)千円札に描かれた人物 (2)地下足袋 (3)道の駅 

 

【15：30～16：30】(その 1) 

●＜通訳問題＞忍者 

忍者には主に二つの使命がありました。一つは、敵陣に忍び込んで破壊工作や要人を暗殺すること。もう

一つは、一般人を装い、謀略活動やスパイ活動をすることでした。 

●＜プレゼン問題＞(1)忍者 (2)神楽 (3)日本の蒸気機関車 

 

【15：30～16：30】(その 2) 

●＜通訳問題＞和食 

2013 年に、和食がユネスコの無形文化遺産に登録され、和食は世界中から注目されるようになりました。

訪日外国人観光客が増える中、日本食レストランは、品質や値段だけではなく、おもてなしという付加価

値を高めようとしています。 

●＜プレゼン問題＞(1)日本のミュージカル (2)路面電車 (3)卑弥呼 

 

【15：30～16：30】(その 3) 

●＜通訳問題＞歴史的地区 

現在、京都の祇園などの歴史的地区では、電柱や電線は地下に埋められ、コンビニやファーストフード店

の看板も落ち着いた色にするなど、景観に配慮した様々な取り組みが行われています。 

●＜プレゼン問題＞(1)金閣寺の構造 (2)中山道 (3)日本のアイドル 

 

【15：30～16：30】(その 4) 

●＜通訳問題＞青森県のりんご 

青森県は、気温が低いので、それに耐えるりんごの栽培が盛んです。消費者が、より甘く、みずみずしい

りんごを求めるので、りんご農家は、品種改良によって、様々な種類のりんごを作り出しました。 

●＜プレゼン問題＞(1)高山祭 (2)殺陣 (3)東海道五十三次 

 

【16：30～17：30】(その 1) 

●＜通訳問題＞相撲力士 

力士は、土俵にあがる前に、身を清めるために水で口をすすぎ、塩をまいて土俵を清め、悪霊と邪気を地

面に踏みつけるために四股を踏み、最後に、神への挨拶として柏手を打ちます。 

●＜プレゼン問題＞(1)懐石料理(P.28) (2)出雲大社 (3)源氏物語 
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【16：30～17：30】(その 1) 

●＜通訳問題＞歌舞伎 

歌舞伎は踊り、鮮やかな服装と舞台が融合した伝統芸能です。セリから女形が登場し、回り舞台で踊りな

がら花道を通る。花道は観客席に近く、歌舞伎を堪能できます。 

●＜プレゼン問題＞(1)おでん(P.30) (2)日本人のくせ (3)ナマハゲ 

 

【16：30～17：30】(その 2) 

●＜通訳問題＞日本建築 

日本建築は、座敷に座ったときの目線を基準に、すべてが設計されています。庭でさえも、目線の高さを

意識して作られており、部屋に座って、縁側越しに見る鴨居と敷居と障子またはふすまで四角く切り取ら

れた風景は、まるで一幅の絵画のようです。 

●＜プレゼン問題＞(1)精進料理(P.34) (2)棚田 (3)打ち水 

 

【16：30～17：30】(その 3) 

●＜通訳問題＞桜 

日本人は桜が大好きです。春になってあたたかくなると、桜は一斉に花を咲かせます。満開の桜は、それ

はそれは見事です。でも、一週間たつと、一斉に散ってしまいます。その散り際の潔さが、日本の武士道

に通じるものがあり、桜は日本人に好まれているのです。 

●＜プレゼン問題＞(1)風鈴(P.106) (2)日本のハロウィン (3)血液型 

 

【16：30～17：30】(その 4) 

●＜通訳問題＞源氏物語 

源氏物語は、11 世紀初めに書かれた全 54 巻からなる長編小説です。天皇の皇子である光源氏という架

空の人物と多くの女性たちとの恋愛を描いた物語です。登場する女性の数は 400 人にも上ります。 

●＜プレゼン問題＞(1)お彼岸(P.90) (2)優先席 (3)デパ地下 

 

【16：30～17：30】(その 5) 

●＜通訳問題＞古墳 

３世紀頃の日本では、高貴な人が亡くなると古墳と呼ばれる小山の墓を造りました。棺とともに、鏡、玉、

剣、農具、馬具などが副葬品として納められました。 

●＜プレゼン問題＞(1)横綱 (2)付き出し (3)おすすめの日本のおみやげ 
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━━━━━━━━━━━━━━ 

2014 年度第２次口述試験問題 

━━━━━━━━━━━━━━ 

【10：00～11：00】 

●＜通訳問題＞日本の祭り 

日本の祭りは、元々は、豊作の祈願や感謝など農業や人々の生活と深い関係がありました。現在は、そ

の多くが観光客を呼び寄せ、地域興しを目的として行われています。 

●＜プレゼン問題＞(1)初詣（P.82） (2)明治維新 (3)日本アルプス 

 

【11：00～12：00】 

●＜通訳問題＞日本の城 

日本の城には天守閣があり、戦闘用の要塞でした。城主や家臣は、城の中の御殿に住んでいました。美

しい天守閣は権力の象徴でもありました。 

●＜プレゼン問題＞(1)古墳（P.8） (2)風鈴（P.106） (3)日本の自然災害について 

 

【13：00～14：00】 

●＜通訳問題＞IC カード 

日本の交通網を利用するときは、IC カードの利用が便利です。事前にチャージしておけば、全国ほとんど

の電車やバスが、一枚の IC カードで利用できます。 

●＜プレゼン問題＞(1)鎖国（P.12） (2)日本三景（P.22） (3)宝くじ（「300 選」P.110） 

 

【14：00～15：00】 

●＜通訳問題＞白川郷 

岐阜県の白川郷に見られる合掌造りは、雪の多い地域でよく見られる建築方式です。急な傾斜をつけた

屋根は、雪が滑り落ちて、雪の重みで家がつぶれないための工夫です。 

●＜プレゼン問題＞(1)厄年 (2)高野山 (3)日本における最大の木造建築 

 

【15：30～16：30】 

●＜通訳問題＞ひらがなとカタカナ 

現在日本で使用されている文字に表音文字であるひらがなとカタカナがあります。これらの文字は２世紀

から３世紀に中国から伝わった表意文字の漢字の一部を抜き出したり、簡素化して作られました。 

●＜プレゼン問題＞(1)ハッピーマンデーについて (2)黒船について (3)北陸新幹線について 

 

【16：30～18：00】 

●＜通訳問題＞マナー 

日本では、お茶を飲む時だけではなく、麺類を食べるときや、汁物を飲む時にも、わざと音をたてます。こ

れは主人にたいして、美味しいという気持ちを伝えるためで、日本では正しいマナーなのです。 

●＜プレゼン問題＞(1)福袋 (2)東海道五十三次 (3)草津温泉の特徴と行き方 
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━━━━━━━━━━━━━━ 

2013 年度第２次口述試験問題 

━━━━━━━━━━━━━━ 

【10：00～11：00】 

●＜通訳問題＞日本の自然 

日本は、四方が海に囲まれており、国土の７割が山地で、七つの火山帯があります。日本の川は、川幅

が狭く急流で、海に注ぐ所に平野を形成しています。 

●＜プレゼン問題＞(1)旅館について（P.16） (2)浮世絵について（P.52）  

(3)東京が日本の他の地域と異なる点について 

 

【11：00～12：00】 

●＜通訳問題＞秋葉原 

東京の秋葉原は日本最大の家電商店街です。600 以上の専門店が立ち並び、国内外から多くの人が訪

れます。また、アニメのキャラクターのコスプレをしたウェイトレスがいるメイドカフェも人気です。 

●＜プレゼン問題＞(1)日本の宗教について (2)温泉に入る時に気をつけること（P.70）  

(3)日本の季節ごと見られる草花について 

 

【13：00～14：00】 

●＜通訳問題＞新幹線 

東京オリンピックが開催された 1964 年に、新幹線が開通しました。当時は世界一の速さで、世界が注目し

ました。現在、新幹線は８路線が運行されていますが、さらに、全国の主要都市をつなぐ計画が進行中で

す。 

●＜プレゼン問題＞(1)居酒屋について（P.42） (2)日本の伝統芸能について（P.44） 

(3)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 

 

【14：00～15：00】 

●＜通訳問題＞祇園祭 

祇園祭は、京都三大祭の一つで、7 世紀に疫病を払うために始まりました。7 月 1 日から１ヶ月間行われ

ますが、17 日には、山鉾巡行が執り行われ、32 基の山車が京都の街を練り歩く様は圧巻です。 

●＜プレゼン問題＞(1)侍について（P.10） (2)日本で年末年始に行われること（P.80・82・94・96）  

(3)日本でお薦めのスキ―場 

 

【15：30～16：30】 

●＜通訳問題＞温泉 

日本人の余暇の過ごし方で、最も人気があることの一つは温泉旅館に行くことです。温泉は、さまざまな

病気の治療に効き目があると言われています。山々を見ながら、露天風呂に浸かることが好きな人もいま

す。 

●＜プレゼン問題＞(1)富士山（P.18） (2)絵馬について（P.76）  

(3)19 世紀の日本に起こった大きな変化について 
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【16：30～18：00】 

●＜通訳問題＞浮世絵） 

浮世絵は、江戸時代に庶民の間で人気があった風俗画で、大量生産が可能な木版画でした。浮世絵は、

19 世紀のヨーロッパの印象派の画家であるヴァン・ゴッホなどに強い影響を与えました。 

●＜プレゼン問題＞(1)新幹線について（P.16） (2)江戸について  (3)東北の魅力的なスポットについて 
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第２次口述試験 

「日本的事象英文説明 300 選」からの出題 

2013 年度～2018 年度の 6 年間に、合計 68 題が出題されました。 

●2013 年度（10 題出題） 

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）

●2014 年度（6 題出題） 

古墳（P.8） 

鎖国（P.12） 

日本三景（P.22） 

初詣（P.82） 

風鈴（P.106） 

宝くじ（P.110）

●2015 年度（14 題出題） 

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)

●2016 年度（15 題出題） 

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) 

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) 

●2017 年度（13 題出題） 

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) 

●2018 年度（10 題出題） 

日光東照宮(P.18） 

鎌倉(P.20） 

鳥居(P.72） 

賽銭箱(P.72） 

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
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２０１９年度 全国通訳案内士試験 第２次口述試験 

＜外国語訳問題＞と＜プレゼンテーション＞のテーマ 

 

●【10：00～11：00】（その１）＜外国語訳のテーマ＞箱根 

 ＜プレゼンテーションのテーマ＞①明治維新、②おでん、③ゴミの分別 

 ＜プレゼンテーションのテーマ＞①万葉集、②まんじゅう、③ラッシュアワー 

 

●【10：00～11：00】（その２）＜外国語訳のテーマ＞相撲 

 ＜プレゼンテーションのテーマ＞①明治維新、②おでん、③ゴミの分別 

 ＜プレゼンテーションのテーマ＞①万葉集、②まんじゅう、③ラッシュアワー 

  

●【11：00～12：00】（その１）＜外国語訳のテーマ＞寿司（A) 

 ＜プレゼンテーションのテーマ＞①桜島、②桃の節句、③計画運休 

  

●【11：00～12：00】（その２）＜外国語訳のテーマ＞日本の祭り 

 ＜プレゼンテーションのテーマ＞①風鈴、②消費増税、③道の駅 

  

●【13：00～14：00】（その１）＜外国語訳のテーマ＞桜前線 

 ＜プレゼンテーションのテーマ＞①百舌鳥古市古墳群、②鯛焼き、③メイドカフェ 

 

●【13：00～14：00】（その２）＜外国語訳のテーマ＞紅葉狩り 

 ＜プレゼンテーションのテーマ＞①軽井沢、②千羽鶴、③テレワーク 

 

●【14：00～15：00】（その１）＜外国語訳のテーマ＞寿司（B) 

 ＜プレゼンテーションのテーマ＞①竿燈まつり、②タピオカドリンク、③気象警報 

  

●【14：00～15：00】（その２）＜外国語訳のテーマ＞お節料理 

 ＜プレゼンテーションのテーマ＞①金沢、②ご当地（Ｂ級）グルメ、③里山 

 

●【15：30～16：30】（その１）＜外国語訳のテーマ＞着物 

 ＜プレゼンテーションのテーマ＞①隠れキリシタン、②卵かけご飯、③不明 

  

●【15：30～16：30】（その２）＜外国語訳のテーマ＞花火 

 ＜プレゼンテーションのテーマ＞①天橋立、②味噌田楽、③カプセルホテル 

 

●【16：30～17：30】（その１）＜外国語訳のテーマ＞車椅子 

 ＜プレゼンテーションのテーマ＞①阿蘇、②お好み焼き、③アニメやコミックの聖地巡礼 

 

●【16：30～17：30】（その２）＜外国語訳のテーマ＞自然災害 

 ＜プレゼンテーションのテーマ＞①ビアガーデン、②分煙、③国定公園 
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