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2022 年度＜模擬面接特訓＞問題 

 
●グループ（その１） 
＜プレゼン問題＞日本の自然、すき焼き、箱根 
 
＜外国語訳問題＞世界遺産  
日本には、現在、25 の世界遺産があります。そのうち、20 は文化遺産で、5 つが自然遺産で

す。富士山は 2013 年に世界文化遺産に登録されました。  

There are now 25 World Heritage Sites in Japan. And 20 out of them are 
Cultural Heritage Sites and the other 5 are Natural Heritage Sites. Mt. Fuji 
was designated as World's Cultural Heritage in 2013. 
 
＜条件＞ 
お客様は、40 代の歴史学の大学教授です。これから、京都、奈良を中心に日本に約 1 週間滞

在する予定です。 
 
＜シチュエーション＞（適正情報提供型） 
お客様は、日本の世界遺産をいくつか訪れたいと言っています。あなたは、通訳案内士として

どのように対応しますか。 

法隆寺地域の仏教建造物 （1993 登録） 

古都京都の文化財 （1994 登録） 

(例)清水寺、延暦寺、平等院、西芳寺、天龍寺、金閣寺、銀閣寺、龍安寺、二条城 

古都奈良の文化財 （1998 登録） 

(例)東大寺、春日大社、薬師寺 

 

＜質問＞ 

(1) Will you name some of the temples and shrines in Kyoto and Nara which are designated as 

World Heritage Site? 

(2) Will you explain something about Kinkakuji Temple (Horyuji Temple, Nijo-jo Castle and so 

on)? 

(3) What is the characteristic which is unique to Ryoanji Temple (Saihoji Temple)? 
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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%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/%E5%8F%A4%E9%83%BD%E5%A5%88%E8%89%AF%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1


●グループ（その２） 
＜プレゼン問題＞奈良、日本庭園、富士山 
 
＜外国語訳問題＞東京スカイツリー  
東京スカイツリーは、東京にある世界で最も高い電波塔です。それは、2012 年５月 22 日に開

業しました。高さは 634 メートルです。地上 350 メートルと 450 メートルの高さにある２つの

展望台では、東京の景色を楽しむことができます。スカイツリーのふもとには、多くのお店、レス

トラン、水族館、プラネタリウムなどがあります。  

Tokyo Sky Tree is the world's tallest broadcasting tower in Tokyo. It opened on 
May 22 in 2012. It is 634 meters high. You enjoy the landscape of Tokyo on the 
two observation decks at 350 meters and 450 meters. At the foot of the Sky Tree, 
there are many stores, restaurants, an aquarium and a planetarium. 

 
＜条件＞ 
お客様は、20 代から 50 代の 20 名のグループです。 
 
＜シチュエーション＞（ガイドヘルプ型） 
お客様の一人が、350m にある展望台でカメラを失くしてしまい困っています。あなたは、通訳

案内士としてどのように対応しますか。 
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●グループ（その３）

＜プレゼン問題＞京都、祇園祭、東大寺

＜外国語訳問題＞銀座

東京の銀座は、世界的に有名な商店街です。銀座では、百貨店や世界一流のブティック、老舗

の名店などでショッピングを楽しむことができます。銀座には、劇場や 200 以上のギャラリーが

あり、幅広い芸術を楽しむこともできます。

Ginza is a world-famous shopping area (district / street) in Tokyo. You can enjoy 
shopping at department stores, world-class boutiques and long-established 
stores in Ginza. As there are theaters and over 200 galleries in Ginza you can 
also enjoy a wide range of arts.  

＜条件＞

お客様は、40 代～60 代の 10 名のグループです。 

＜シチュエーション＞（ガイドヘルプ型）

銀座のデパートで買い物の最中に、お客様の一人が迷子になってしまいました。あなたは、迷

子になった以外のお客様に対して、通訳案内士としてどのように対応しますか。
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＜プレゼン問題＞の回答例 

 
●グループ（その１） 

・日本の自然 
日本は、北温帯にある島国です。日本は、北から南へ約 3,000 キロメートルの広がりを持ち、4
つの主要な島と、7,000 以上のより小さな島とで構成されています。また、日本は火山国です。 
日本には、111 個の活火山があり、頻繁な地震と火山活動の被害を受けています。しかし、こ

れは、また、日本に、多くの景勝地と温泉をもたらしてきました。日本のほとんどの地域は、は

っきりした四季のある温暖な海洋性気候に恵まれています。 

Japan is a country of islands located in the North Temperate Zone. It consists 
of four main islands with more than 7,000 smaller islands, extending about 
3,000 kilometers from north to south. Japan is also a country of volcanoes. 
There are 111 active volcanoes and it suffers from frequent earthquakes and 
volcanic activities. But this has also given Japan the many places of scenic 
beauty and hot spring resorts all over Japan. Most of Japan enjoys a temperate, 
oceanic type of climate with four distinct seasons.  
 
・すきやき 
すきやきは、薄切りの牛肉、タマネギ、豆腐、椎茸を食卓に置いた鍋で煮た料理です。味付け

には、砂糖、醤油、酒が加えられます。 

Sukiyaki is a dish of thinly sliced beef, onions, tofu, and shiitake mushrooms 
cooked in a pan at the table. Sugar, soy sauce, and sake are added for flavor. 

 
・箱根 
箱根は、数多くの温泉地、美しい景色、快適な気候のお陰で、一年を通じて客が絶えないとこ

ろです。東京からの交通の便のよさ、富士山の眺望、地域の豊富な施設がその魅力を増して

います。 

Hakone is a popular all-year tourist site because of its many hot-spring resorts, 
beautiful scenery and comfortable climate. Its easy access from Tokyo, views of 
Mt. Fuji, and the plentiful facilities in the district also add to its attraction.
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●グループ（その２） 

・奈良 
奈良は８世紀の日本の古都の一つでした。よって、奈良には、奈良公園や大仏が安置されて

いる東大寺を始めたくさんの史跡があります。奈良には落ち着いた伝統的な雰囲気が未だに

漂っています。  

Nara was an ancient capital of Japan in the 8th century. So, it has many places 
of historical interest including Nara Park and Todaiji Temple, in which a large 
statue of Buddha is located. The city retains a serene traditional atmosphere. 

 
・日本庭園  
日本には、二種類の庭園があります。一つは、岩、木、池、その他の自然物から成る日本式山

水庭園です。他のタイプの庭は、主に岩と砂から成る枯山水です。岩は 山や島々を表し、砂

は水を表します。  

There are two types of gardens in Japan. One is a Japanese-style landscape 
garden composed of rocks, trees, ponds, and other natural objects. The other is 
a dry landscape garden mainly composed of rocks and sand. The rocks represent 
mountains or islands, while the sand represents water. 

 
・富士山 
高さが 3,776 メートルで、富士山は日本で最も高い山です。富士山は活火山に分類されていま

すが、最後に噴火したのは約 300年前です。ほぼ完璧な円錐形をした富士山は、その美しさで

世界に知られており、日本の象徴です。 

With a height of 3,776 meters, Mt. Fuji is Japan's highest mountain. Though 
classified as an active volcano, Mt. Fuji last erupted about 300 years ago. Its 
almost perfect cone shape is world-famous for its beauty and the mountain is a 
symbol of Japan. 

 
  

6



●グループ（その３）

・京都

京都は 1,000 年以上日本の古都でした。よって、京都では金閣寺や清水寺といった日本で最

も有名な史跡の数々を訪れることが出来ます。金閣寺は西洋では “The Temple of the
Golden Pavilion”の名で広く知られる寺です。清水寺は崖からはみ出す形で建てられており、

その広い舞台と木造の支柱で有名です。

Kyoto was an ancient capital of Japan for over 1,000 years. So, there you can 
visit some of Japan's most famous historic sites such as Kinkaku Temple and 
Kiyomizu Temple. Kinkaku Temple is known in the West as “The Temple of the 
Golden Pavilion.” Kiyomizu Temple is built out over a cliff and is famous for its 
wide veranda and tall wooden pillars. 

・祇園祭

祇園祭は、八坂神社のために催される祭ですが、京都三大祭の一つです。7 月いっぱい行わ

れていますが、山車の行列が見られる 17 日に最高潮に達します。山車の中には、囃子方（は

やしかた）を乗せたものもあります。

Gion-matsuri, held in honor of Yasaka Shrine, is one of the three great festivals 
of Kyoto. Conducted throughout the month of July, it reaches its high point on 
the 17th with a parade of floats, some of which carry groups of musicians.  

・東大寺

奈良にある東大寺は、８世紀の中頃に建造された日本で最も有名な寺院のひとつです。東大

寺は日本最大の仏像を安置しており、大仏殿は世界最大の木造建造物です。

Todaiji in Nara was built in the middle of the 8th century and is one of the most 
famous temples in Japan. It houses Japan's largest statue of Buddha and the 
Great Buddha's hall is the world's largest wooden structure.  

以上
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