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改訂にあたって

通訳案内士（ガイド）試験は、「通訳ガイドの資質、語学力、一般常識及び日本
の文化・観光・歴史に関する特殊知識の水準を高め、外客接遇の向上に資する」
ため、 昭和 24年（1949年）以来、国土交通省大臣官房観光部が毎年 1回「通訳
案内士（ガイド）試験」として実施してきました。そして昭和 60年度（1986年）
より国際観光振興機構［JNTO］（通称：日本政府観光局）が、この通訳案内士
（ガイド）試験の実施にあたってきました。今では海外でも受験でき、10ヶ国の
外国語の通訳案内士（ガイド）試験ともなり、まさにグローバルな試験制度とな
りました。平成 25年度（2013年）からは英語の「筆記（第 1次）試験」と「口述
（第 2次）試験」の「形式」と「内容」の傾向にも大きな変化が見られました。
今回はこの点を考慮しながら全面改訂の運びとなりました。
通訳案内士（ガイド）試験は、語学試験としては唯一の国家試験であり、受験
者が将来合格し通訳ガイドになり、日本に来訪する外国人観光客に対し、 「外国
語」を駆使し、 「日本の文化」をはじめ「日本の観光・歴史」等あらゆる分野を
正しく紹介しうる知識と教養を有するか否かをテストするものです。　特に最近
の試験の出題傾向を分析してみると単なる「語学力」だけでなく、「筆記（第 1
次）試験」と「口述（第 2次）試験」を通じて日本人として当然知っておくべき
「日本の文化事情」また「日本の観光事情」、さらには「日本の地理・歴史・一
般常識」に関する広い知識と深い教養が問われています。
本書の目的は、通訳ガイド試験の合格を目指す単なる受験書ではありません。
この試験の準備と学習を通じて「言葉」とその背後にある「文化」を研鑽する
こと、特に「英語」で「日本、その姿と心」を再発見することです。
本書の作成にあたり構成や編集で研究社の改田宏氏には多大のご指導を賜り、
深謝します。英文校正ではMr. Deryk BlissまたMr. Steven Batesに負うと
ころが多い。本書を十分に活用することによって、受験者自身が通訳ガイド試
験への自信を深め、 1人でも多くの人が合格することができれば望外の喜びと
するところです。さらには通訳ガイド試験に合格し、民問外交官として世界の
人々に「日本、その姿と心」を正しく紹介することによって国際理解に役立ち、
小さいながらも世界平和に貢献されることを願ってやみません。
平成 27年初夏

山口　百々男
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［A］　筆記（第1次）試験［英語］の最新傾向

通訳ガイド試験の新ガイドラインでの「出題数」は 6題である。出題の「形
式」と「内容」における出題の「傾向」は一定し、その「対策」も講じやすく
なっている。6題の問題を分析する場合、下記のような順序で出題されている。
 問題用紙 
■問題 1.　英文読解
■問題 2.　英文読解
■問題 3.　単語英訳
■問題 4.　英文和訳
■問題 5.　和文英訳
■問題 6.　英文紹介
 解答用紙 
問題 1から問題 3までは「客観式」（多肢選択式）であるため番号を記入する。
問題 4から問題 6は「主観式」（記述式）であるため解答すべき内容を記載する。

【1】　出題の形式
《最新の傾向》
最新の出題傾向には、下記のような特徴がある。

1.　出題数の固定化
従来は 10題ほど出されていたが、最近では 6題に固定化されている。こ
れは第 2章「英文紹介」、第 3章「和文英訳」、第 5章「英文和訳」におけ
る「記述式・主観テスト」が出題され、その解答に要する時間が増えたの
が主たる要因であろう。

2.　客観性より主観性
（1）　主観性：記述形式・解説形式

出題中に何のヒントもなく解答者自身の実力で記述する形式である。借り
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ものではなく受験者自身のもつ真の語学力と文化教養が問われている。特
に「日本文化紹介」に関する知識内容について完全に主観的な記述形式・
解説形式で出題されている。「語学力」面だけではなく、「文化背景」の知
識に関して解説する形式である。

（2）　客観性：選択形式・補充形式
指定された単語や語句を選択する形式も見られる。これは「単語英訳」と
「英文読解」の出題中に見られるもので、語群にある単語や語句を選択させ
る出題もあれば、文章中における単語や語句を文脈から判断して選択させ
る出題もある。特定の文章の中に連語を「補充する」形式も見られる。い
ずれの形式であろうとも正確な知識と運用のもとで単語や語句・熟語を補
充させる出題である。

《形式の特徴》
1.　「多肢選択式」（マークシシート方法）による客観式出題
《1》「英文読解」問題
《2》「英文読解」問題
《3》「単語英訳」問題

2.　「記述式」による主観式出題
《4》「英文和訳」問題
《5》「和文英訳」問題
《6》「英文紹介」問題

【2】　出題の内容
第 1次試験における最近の「出題内容」は下記のような特徴がある。

1.　通訳ガイド用語、特に「日本の文化・観光」の単語
《1》「単語英訳」 ⇨ 第 1章
主として日本の文化・観光・時事問題に関する「単語」が中心である。し
かし通訳する時に問われる翻訳しにくい単語やカタカナ英語といった「通
訳英語」、またガイドとして求められる「観光英語」、さらには通訳ガイド
本来の要件のひとつである「日本文化英語」などが出題されている。

2.　学力と教養力、特に「日本事情」と「日本文化」の知識
《2》「英文紹介」 ⇨ 第 2章
通訳ガイドの試験であるため、必然的に「日本事情」と「日本文化」など
が出題されている。身近なテーマは「日本人が何でもないことに関して外
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国人が興味を示す事情」の課題が多数出題されている。
《3》「和文英訳」 ⇨ 第 3章
出題内容は「日本事情」と「観光事情」に大別される。国際問題というよ
りは「国内事情」、また海外の文化というよりは「日本の文化」のテーマが
中心に出題されている。

3.　理解力と表現力。特に英文読解力
《4》「英文読解」 ⇨ 第 4章
記事内容は多種多様である。「日本の文化事情」や「観光事情」、最近では
「異文化事情」なども出題されている。
《5》「英文和訳」 ⇨ 第 5章
「日本事情」の内容が多い。特に文脈（context）を解釈する中での「語句・
熟語」の意味を問う問題では「文法・語法」の知識は不可欠である。

本書の第 1部では、これらの問題は「どのようなもの（what＝傾向）」である
のか、またその間題に対しては「どのように（how＝対策）」対応すればよいか、
を考えてみたいと思う。
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第1章　単語英訳問題

【出題傾向】
「単語」（通訳ガイド用語）は、通訳ガイド試験が実施されて以降、毎年出題さ
れている。従来の試験問題は、選択肢のない「形式」の出題であった。解答す
る際に何らヒントも見られず、すべて「主観式」であった。「次の語句を英語に
訳しなさい」と出題され、提示された「日本語」に対する「英訳」が問われて
いた。英語で表現するため、年度によっては「大文字、小文字、または単数、
複数は問わない」または「筆記体を使わずブロック体で表記し、略語を用いな
いこと」という条件などがあった。ただし書きとして「筆記体を使わずブロッ
ク体で表記し、略語を用いないこと」などが記載されていた。出題されている
「内容」は、日本文化英語、日本観光英語、時事英語が多く、従来と変わらず今
も継続されていた。
新傾向の試験問題は、選択肢がある「形式」の出題である。

【1】　出題の形式
「新ガイドライン」における出題の形式はすべて「客観式」である。後述する
既出問題の「出題例」（8頁）に見られるように、提示された「日本語」（15題）
に対応する「英訳」（20題）を選択することが問われている。本試験では解答用
紙があり、解答となる番号をマークシートの中に記入することになっている。

【2】　出題の内容
最近の既出問題に関する内容を便宜上整理すると、主として、「日本文化英

語」・「日本観光英語」・「日本時事英語」の 3種に大別される。年度によっては
過去に「再度出題される単語」などが多々出題されている。そのような単語に
は（*）印で記してある。新ガイドラインでは出題された「日本語」に対する「英
訳」を選択肢から選ぶことになっている。したがって正確な知識が問われる。
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1　［日本文化英語］
《1》　芸能・芸術：人間国宝（*） / 書道（*） / 漆器（*） / 七宝（*）など
《2》　食物・食材：牛丼（*） / 豆乳（*） / 味噌（*） / 豆腐（*） / 数の子（*）など
《3》　衣服・住居：かや葺き屋根（*） / 家紋（*） / 床の間（*）など
《4》　風俗・習慣：敬語（*） / 仲人（*） / 露天風呂（*） / 結納金（*）など
《5》　 武芸・格技：相撲の番付（*） / （プロ野球の）オープン戦 / 綱引き / 相撲部

屋など
《6》　祝祭日・年中行事：成人の日 / 建国記念日 / 忘年会（*） / かまくらなど
《7》　歴史・制度：天守閣（*） / 三回忌 / 幕府 / 土偶 / やぐらなど
《8》　宗教・神仏：お守り（**） / 五重塔（***） / （神社の）境内（*） / おみくじなど
《9》　動物・植物： 鰊

にしん

/ 鯖
さば

（*） / 盲導犬 / （鵜飼いの）鵜（*） / 柿（*） / 菊（*）など
《10》　熟語・成句：ダフ屋 / ほめ殺し / 迎え酒 / イッキ飲み / オタクなど

2　［日本観光英語］
《1》　 空港・機内：出入国手続き / 搭乗券（*） / 遺失物取扱所（**） / 税関（*） / 検

疫所など
《2》　 旅館・食堂：自動販売機（*） / 食べ放題のレストラン / 日替わりメニュー

など
《3》　買物・店舗：コンビニ / レジ係 / 免税店（*） / 代金引替など
《4》　観光・旅行：日帰り旅行（*） / 往復旅行 / 首都圏 / 旅程表（*）など
《5》　駅舎・乗物：自動改札機 / 周遊観光船 / （駅の）ホームなど / 優先席など
《6》　 通信・郵便：宅配便（*） / 速達料（*） / （宅配便の）着払い / 携帯電話メール

など
《7》　 気象・気候：光化学スモック（*） / 不快指数（*） / 間欠泉（*） / 成層火山（*）

など
《8》　その他：硫化水素 / 太陽暦 / 太陽電池 / かがり火など

3　［日本時事英語］
《1》　政治・行政：宮内庁 / 国土交通省 / 観光庁 / 大使館（*） / 領事館（*）など
《2》　経済・金融：円高（*） / 源泉徴収 / 公定歩合 / 消費税 / 通信販売など
《3》　 社会制度：国民年金 / 週休二日制（*） / 有給休暇（*） / 育児休暇 / 夫婦別姓

など
《4》　 社会事情：汚染物質（*） / 万引き（行為） / 裁判員 / 防犯カメラ / 電子レン

ジなど
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《5》　施設・所在地：首都圏 / 過密都市 / 原子力発電所 / 立体駐車場など
《6》　教育・学校：児童虐待 / 知的所有権 / 就職活動 / 義務教育 / いじめなど
《7》　 医療・福祉：脳死 / 臓器移植 / 糖尿病 / 熱中症（*） / 食中毒 / 心筋梗塞（*）

など

上記の過去に出題されている「日本語」に対する「英訳」の内容は、後述する
「既出用語の整理」（17頁）の項目で一覧にし、その解答例のみを記載してある。
通訳ガイド用語は、「筆記（第 1次）試験」の「英文和訳」と「和文英訳」、特に
「英文紹介（英語による日本文化の説明）」の基礎になることは言うに及ばない。
特に「口述（第 2次）試験」にあるように「通訳する」場合には長い説明ができ
ないため、英語では「簡潔に」表現することが求められる。たとえば、「牛丼」
（既出単語）は a bowl of  steamed rice topped with thin slices of  stewed beef  

and vegetablesであろう。「ガイド」する場合では少々長くとも許容範囲の英
語表現である。しかし「通訳」する場合では長くなるため短く beef-topped 

rice in a bowlと言う。さらに短く beef  bowlと英語で表現すべであろう。ち
なみに、この beef  bowlは米国にある「吉野家牛丼」の看板名でもある。

【学習対策】
問題解決の着眼点として、次のような事項に留意しよう。
（1） 連語に注意すること。できるだけ連語単位でまとめるとよい。特に専門用

語は特定の単語と組み合わせた用語になっている。［例］「携帯電話メー
ル」e-mail on the cell ［cellular］ phone / 「携帯手荷物取扱所」carry-on 

baggage claim area

（2） 文法に関連する語句に注意すること。［例］「冷暖房装置」air-condition-

ing unit ［equipment］ / 「冷暖房付き部屋」air-conditioned room / 「エ
アコン」air conditioner

（3） 複数形か単数形かを識別すること。［例］「人権」human rights; civil 

rights / 「一体感」a sense of  unity ［togetherness］
（4） ハイフンで結ぶ単語に留意すること。［例］「成人の日」Coming-of-Age 

Day / 「食べ放題のレストラン」all-you-can-eat restaurant

（5） 単語（日本語と英語）の語順に注意すること。［例］「衣食住」food, cloth-

ing and shelter. ◇動詞は feed, clothe and shelter / 「飲食物」food and 

drink

（6） カタカナ語・和製語には注意すること。［例］「ギブス」plaster cast （完
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全に異なる） / 「ギネスブック（正式名称：ギネス世界記録）」The Guin-

ness World Records

（7） 単語の意味内容で異なる表現に留意すること。［例］「ひったくり」bag-

snatcher （人物）; bag-snatching （行動）
（8） 単語の意味内容で同じ表現になる単語に留意すること。［例］「核家族」

nuclear family; two-generation family

（9） 動物・植物の呼称・名称を正確に整理すること。毎年出題されている。
［例］「鵜」cormorant.▶鵜飼 cormorant fi shing （事）; cormorant fi sh-

erman （人） / 「菊」chrysanthemum. ▶菊の御紋章 the imperial crest 

of  the chrysanthemum

（10）　 その他：受験者・学習者自身が着眼する単語を整理しておこう。イン
ターネットで「英字新聞」を読み、未知の単語をリストアップしながら
単語帳を作成する。

【推薦図書】
（1） 『和英日本の文化・観光・歴史辞典』（三修社刊。日本図書館協会選定図

書）☆解説や例題が多数記載されている。「カシオ電子辞書（Ex-word）」に
も収録されている。

（2） 『和英日本文化表現辞典』（研究社刊）
（3） 『観光のための中級英単語と用例』（三修社刊）
（4） 『英語通訳ガイド試験必須単語集』（三修社刊）

1.　既　出　問　題
★協力：国際観光振興機構（通称：日本政府観光局）［JNTO］

【出題例】

次の語句（1）～（15）の英訳として、最もふさわしいものを①～⑳の中から一つ
ずつ選びなさい。

 （1）　網だな  （2）　絵文字  （3）　旅程表


