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2001年度　通訳案内業国家試験３次試験問題

日　本　地　理

１ 次に示した表は、日本の都市の気温と降水量のデータ（１～４）である。その

都市名をＡ欄に、また略地図のなかのＡ～Ｆから正しい位置を選び、Ｂ欄に記

入しなさい。（5点×8）

上段は気温（℃）、下段は降水量（mm）

場　所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年

1 5.2 5.6 8.5 14.1 18.6 21.7 25.2 27.1 23.2 17.6 12.6 7.9 -----

45.1 60.4 99.5 125.0 138.0 185.2 126.1 147.5 179.8 164.1 89.1 45.7 1405.3

2 16.0 16.3 18.1 21.1 23.8 26.2 28.3 28.1 27.2 24.5 21.4 18.0 -----

113.0 106.0 162.0 152.0 243.2 252.7 190.2 258.9 168.0 150.9 116.9 123.0 2036.8

3 -4.6 -4.0 -0.1 6.4 12.0 16.1 20.2 21.7 17.2 10.8 4.3 -1.4 -----

107.6 94.1 81.8 62.3 54.8 66.4 68.7 142.0 137.7 115.6 98.5 100.1 1129.6

4 2.9 2.9 6.0 12.1 17.0 20.8 25.2 26.6 22.1 16.1 10.8 6.0 -----

293.1 195.2 156.5 147.8 150.0 207.0 250.7 171.1 247.5 202.8 265.3 305.4 2592.6

国立天文台編の『理科年表，2000』により作成

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

A

C

E

D B

F



– 3 –

[本試験問題2001]

２　次の文章は、日本の観光地について述べたものである。前掲の略地図のなかの

①～⑩から正しい位置を選び、Ａ欄に記号で答えなさい。またその地名をＢ欄

に記入しなさい。（5点×10）

a) この都市には、出島和蘭商館跡、孔子廟など往時のヨーロッパや中国との交流

がしのばれる観光地が多く、またペーロン競漕など異国情緒がただよう年中行

事が観光地としての魅力を増している。

b) この都市は、横浜、長崎、神戸とともに早期に開港した異国情緒のある港町と

して知られる。明治期、大正期に西洋文化を積極的に取り入れてきた痕跡が、ハ

リストス正教会やトラピスチヌ修道院などのキリスト教関係、五稜郭や旧公会

堂などの洋式建造物などに見られる。

c) この都市は、幕末にはペリー率いるアメリカ艦隊の上陸地であり、日米和親条

約が締結された場所でもある。そのとき100戸ほどの半農半漁の村は、現在で

は国際的な港湾都市である。1872年に日本最初の鉄道が新橋（東京）とこのま

ちとの間に開通した。

d) この都市は、奈良時代にすでに温泉地として知られていたようである。明治以

降、水陸交通の発達や温泉掘削技術の進歩により急速に温泉観光都市として発

展した。温泉は市街地の中心に多く湧出し、熱湯、噴気、熱泥の噴出する様子

が、地獄を思わせることから「温泉地獄」として、観光客の人気を集めている。

e) 河川の源流部に広がるこの山域は、深く侵食され、起伏が大きい。一帯は、

17,000haに及ぶ世界最大級のブナの原生林で、天然記念物であるクマゲラの生

息地でもあり、植物の生態系や動物の遺伝子保存の場として学術的にも貴重で

ある。この地域の一部は、1993年にユネスコの「世界遺産条約」の自然遺産リ

ストに登録された。

データ

１

２

３

４

Ａ（都市名） Ｂ（略地図上の位置）

文　章

a

b

c

d

Ａ（略地図上の位置） Ｂ（地名）

e
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３　日本には、京都に似た自然景観、町並み、たたずまいを持っていたり、京都と

歴史的なつながりがあったり、また伝統的な産業や芸能が保たれていたりして、

「小京都」とよばれるまちが各地にある。次の六つのうち、典型的な「小京都」

である都市を一つ選んで、○で囲みなさい。（5点）

札幌市　　仙台市　　金沢市　　高知市　　広島市　　鹿児島市

４　次の文章を読み、そのなかの空欄に最も適当であると考えられる地名を記入し

なさい。（5点）

　 日本では1931年に国立公園法が施行された。この法律にいう国立公園は、「我

ガ国天与ノ大風景ヲ保護開発シ、一般ノ利用ニ供スルニ国民ノ保健休養上緊急

ナル時務ニシテ且外客誘致ニ資スルトコロアリト認」めて制定されたもので、

こんにちに続く国立公園としての性格を示している。そして1934年には、阿寒、

大雪山、日光、中部山岳、  、雲仙、阿蘇、霧島が国立公園

に指定された。さらに1936年には、十和田、富士箱根、吉野熊野、大山が指定

された。この12ヶ所が、第二次世界大戦以前における日本の国立公園である。

日　本　歴　史

１ 次の文化財に関する各文章を読んで、それぞれの文化財の名前と時代、及び所

在する都道府県名を下の語群から選び記号で答えなさい。時代は、最初に建造

又は創建された時代を答えなさい。（2点×15）

(1) この城郭は、池田輝政が入封後、10数年かけて築造したもので、内・中・外の

三郭が配され、各郭を左回りのほぼ螺旋状に連なる堀が囲繞する大規模な総構

のものである。本丸は、大天守が五重六階地下一階で、小天守三棟・渡櫓四棟

よりなる連立天守群である。別名白鷺城という。

(2) この神社は、祭神が応神天皇・比売大神・神功皇后とされ、豊前国の一宮であ

る。東大寺大仏の造立に際してよろこばしい託宣があったことなどにより、朝

廷の崇敬を得、莫大な封戸と呼ばれる給与や土地が与えられた。のちに神体は

石清水にも勧請され、全国の八幡信仰の中心として繁栄した。
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(3) この建造物は、金属や鉱石を溶解するためのもので、日本では、西洋軍事技術

を導入するために佐賀藩が最初に築造している。その後、いくつかの開明的藩

が築造しているが、韮山代官江川英竜の築造したこの建造物は、幕府のものと

して今日でも比較的よく残っており、国指定の史跡となっている。

(4) この寺院は、室町幕府将軍足利義政の東山山荘として造営され、死後禅院に改

められ、正式寺名は慈照寺と名付けられた。寺域には、平面が正方形の2階建

楼閣造りの観音殿や持仏堂としての東求堂、苔寺として有名な西芳寺の庭園を

模倣した庭園などがあり、しばしば足利義満の造営した北山の鹿苑寺と対照さ

れる。

(5) この学術・教育施設は、鎌倉幕府執権北条氏一族の実時が、菩提寺である称名

寺に隣接して設けたものである。古今の和書・漢籍・経典類などが集められ、ま

た、幕府に関わる記録や文書も多数収蔵されており、当時から僧侶や知識人が

集い、この時代の学術の中心の一つであった。

文化財名 ① 金閣寺 ② 吹き上げ高炉 ③ 足利学校

④ 反射炉 ⑤ 姫路城 ⑥ 宇佐神宮

⑦ 鶴岡八幡宮 ⑧ 銀閣寺 ⑨ 金沢文庫

⑩ 松本城

時　代 ① 8世紀以前 ② 9 世紀から 10世紀 ③ 13世紀

④ 15世紀 ⑤ 17世紀 ⑥ 18世紀

⑦ 19世紀 ⑧ 20世紀

都道府県名 ① 栃木県 ② 兵庫県 ③ 石川県

④ 長野県 ⑤ 静岡県 ⑥ 京都府

⑦ 神奈川県 ⑧ 大分県 ⑨ 鹿児島県

⑩ 岡山県

文化財名

時　代

(1) (2) (3) (4) (5)

都道府県名
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２ 次の(1)から(5)の各語群の内に1つだけ他の4つと関係のない不適当な語句が

含まれている。その語句の記号を指摘し、それに代わる適切な語句を下記の語

群から選び記号で答えなさい。（2点×10）

　（例）　①伊藤博文　②山県有朋　③板垣退助　④大隈重信　⑤桂太郎

　（答）　③板垣退助（内閣総理大臣になっていない）→代わる語句　⑪松方正義

(1) ①源氏物語 ②枕草子 ③更級日記 ④土佐日記 ⑤雑誌「青踏」

(2) ①相良氏法度 ②大内氏壁書 ③今川仮名目録 ④六角氏式目 ⑤貞永式目

(3) ①前野良沢 ②杉田玄白 ③本居宣長 ④大槻玄沢 ⑤緒方洪庵

(4) ①近江 ②摂津 ③大和 ④和泉 ⑤山城

(5) ①ヘボン ②フランシスコ・ザビエル  ③フェノロサ ④モース   ⑤ラフカディオ・ハーン

語群

①塵芥集 ②夜明け前 ③建武式目 ④河内 ⑤フロイス

⑥たけくらべ ⑦高野長英 ⑧若狭 ⑨クラーク ⑩新井白石

⑪松方正義

　

不適当な語句

適切な語句

(1) (2) (3) (4) (5)

３ 次の各文章は、歴史上の大きな政治的事件を説明したものである。それぞれの

事件名と文中の（　　）内に入る人物名を、下記の語群より選び記号で答えな

さい。（2点×15）

(1) この事件は、17世紀の中期、九州の肥前や肥後の半島や島々の農民が合流して、

領主の苛政とキリシタン弾圧に反対して引き起こした一揆である。その指導者

に祭り上げられたのは（　ア　）で、幕府側は、はじめ板倉重昌を上使として

派遣するが鎮圧することが出来ず、継いで老中（　イ　）を派遣して漸く鎮め

ることが出来た。

(2) 明治維新後、ヨーロッパを視察してきた（　ウ　）らによって内治優先が主張

され、そのために征韓論が却下されたことや有司専制に対する不満から、一部

の士族が各地で反乱を企てた。この事件は、その最後の反乱で、征韓論に破れ

て下野した（　エ　）を担いで保守・民権両派士族7000名余、徴募兵1万人余
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が呼応して起こしたものである。熊本城をはじめ南九州の各地で激戦が行われ、

官軍6000名余、反乱軍5000名余の戦死者が出たといわれている。

(3) この事件は、15世紀後期、将軍家や管領職の家柄である畠山氏や斯波氏におけ

る家督争いを契機に、各地の守護大名や国人・地侍などが東西の陣営に分かれ

て11年間にわたって争った全国的な争乱である。東軍の大将は、一族で畿内の

摂津や和泉、四国の讃岐や土佐の守護権を有する管領職の家柄の（　オ　）で、

西軍の大将は、播磨・備前・美作などの中国筋の守護を兼ねる有力守護大名の

（　カ　）である。　　　　

(4) この事件は、7世紀中葉の大化のクーデター後に起った皇位継承をめぐる内乱

で、律令制国家の画期となった。クーデターを指導した天智天皇の没後、その

弟（　キ　）と子の（　ク　）との間で引き起こった争いで、（　キ　）は美濃

を拠点として東国の軍勢を徴発したのに対して、（　ク　）は西国の軍事動員に

失敗したこともあり、敗れて自殺させられた。（　キ　）は勝利後即位して天武

天皇と称した。

(5) この争乱は、13世紀前期に後鳥羽上皇が鎌倉幕府の打倒を企図して挙兵したが、

幕府側の反攻の前に敗北し、後鳥羽をはじめ子の土御門・順徳の3上皇が配流

された事件である。幕府側では、実質的に源頼朝亡き後の鎌倉殿の地位にあっ

た（　ケ　）を中心に、時の執権（　コ　）のもとに、彼の子の北条泰時ら19

万騎が上洛して上皇方を破ったものであり、こののち公家政権は、幕府の干渉

を受けることとなった。

事件名 ①長屋王の変 ②応仁の乱 ③慶安事件

④壬申の乱 ⑤島原の乱 ⑥秋月の乱

⑦西南戦争 ⑧元弘の変 ⑨承久の乱

⑩応永の乱

人物名 ①北条義時 ②山名持豊 ③松平信綱

④岩倉具視 ⑤北条政子 ⑥大友皇子

⑦細川勝元 ⑧天草時貞 ⑨西郷隆盛

⑩大海人皇子 ⑪北条時宗 ⑫井伊直弼

⑬大村益次郎 ⑭中大兄皇子 ⑮日野富子

⑯佐倉惣五郎

事件名

人物名

(1) (2) (3) (4) (5)

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ
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４ 次の各文章は、歴史用語を説明したものである。それが何であるか、下記の語

群より適切なものを選び記号で答え、その読みを書きなさい。（2点×10）

(1) 一定の順序や手続きによらないで訴え出ること。古代では禁止され、中世では

奉行がおかれ部分的に許可された。しかし、近世では再び厳禁された。直訴や

駕籠訴などはこの類である。

(2) 将来耕地にすることを予定して囲った区画を意味したが、住宅とその敷地を中

心として隣接する開発耕地や林などを囲い込んだもので、持ち主の強い所有権

の主張がこめられている。中世では地頭・名主百姓などの個人の所有地を意味

するようになり、のちに集落の最小単位をこのように呼ぶ所もある。

(3) 明治新政府が、自由民権運動の隆盛に伴う民間の政治論の激化に対して、新聞

紙条例と共に制定した言論統制令。事実の有無を論ぜず、著作文章や画面肖像

を用いて誹謗したとして罰することを規定しており、概念が不明確という批判

が起こった。

(4) 古代律令制社会における最下層の隷属民。個人所有のものに対して官有で、大

化前代の朝廷所有の賤民の系統を引き、諸官庁に属した。

(5) 荘園において収取の中心である田租を年貢・所当と称するのに対して、夫役を

含めて人を対象として賦課された税の総称で、中世後期から近世において点役

とか諸役とか呼ばれた。

語群 ①万雑公事 ②五榜の掲示 ③越訴

④垣内 ⑤本途物成 ⑥名子

⑦公奴婢 ⑧法度 ⑨大字

⑩讒謗律

適切な語句

読　み

(1) (2) (3) (4) (5)
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一　般　常　識　の　1

次の(1)～(25)の選択肢〔a、b、c〕の中から正しい記号を一つ選んで解答欄に記

入しなさい。（2点×25）

日本の1990年代は「失われた十年」と形容される。日本の国民総生産は名目で、

90年代初頭（1990年度）で(1)〔a 334兆円、b 445兆円、c 519兆円〕であったが、

90年代末（1999年度）には(2)〔a 334兆円、b 445兆円、c 519兆円〕になったか

ら、90年代を通して国民総生産は(3)〔a 減った、b 停滞した、c 増えた〕。90年代

末の国民の経済活動の中身をみると、民間の個人消費支出が(4)〔a 36％、b 46％、

c 56％〕、民間の住宅投資が(5)〔a 4％、b 14％、c 24％〕、民間企業の設備投資が

(6)〔a 14％、b 24％、c 34％〕を占め、一方、政府の最終消費支出は(7)〔a 6％、b

16％、c 26％〕、公的資本形成は(8)〔a 8％、b 18％、c 28％〕、また財・サービス

の輸出は(9)〔a 10％、b 20％、c 30％〕、財・サービスの輸入は(10)〔a 8％、b 18

％、c 28％〕の内訳だ。90年代に失業率は1990年では(11)〔a 2.1％、b 3.1％、c

4.1％〕であったが、1999年には(12)〔a 3.7％、b 4.7％、c 5.7％〕になり、2000

年には完全失業者数が(13)〔a 300万人、b 400万人、c 500万人〕を超えた。景気

の下支えとして日本銀行は90年代末に(14)〔a 産業金融、b ゼロ金利、c 金融引締

め〕政策を実施したが、経済は(15)〔a デフレ、b インフレ、c スタグフレーショ

ン〕の様相を深めて世紀を越えた。

国家予算の規模は2000年度当初予算で(16)〔a 85兆円、b 105兆円、c 125兆円〕

であった。不況対策に資金が投入された結果、ついに中央と地方の政府の長期債務

残高はGDPを超えた。危機感が深まり、日本のシステムを、中央から地方へ、政府

から民間へ、重心を移す構造改革の機運が生まれている。2000年度一般会計に占め

る地方交付税交付金は(17)〔a 8兆円、b 14兆円、c 20兆円〕であり、国にとって

も大きな負担である。地方交付税には５つの国税すなわち所得税、法人税、酒税、

たばこ税、ならびに(18)〔a 消費税、b 事業所税、c 住民税〕の一定割合が当てら

れているが、地方自治体へ税源を委譲する方法が模索されており、批判の集中して

いる公共事業では民間資金を活用するいわゆる(19)〔a ODA、b NPO、c PFI〕の手

法が注目されている。一方、個人金融資産は、(20)〔a 800兆円、b 1300兆円、c 1800

兆円〕余りあると計算されているが、そのうち(21)〔a 現・預金、b 株式、c 債権〕

が半分以上を占める。



– 10 –

[本試験問題2001]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

21世紀には環境破壊を伴わない産業発展が課題である。京都議定書が効果を発揮

するには、二酸化炭素排出で世界の(22)〔a 12％、b 22％、c 32％〕を占めるアメ

リカの批准が不可欠であろう。資源循環型社会の実現には、企業が(23)〔a 時価会

計、b 環境会計、c 原価会計〕をとりいれ、国際標準化機構すなわち(24)〔a JIS、

b ISO、c BIS〕の認証取得に努力する一方、消費者も環境に配慮した商品を優先し

て購入する(25)〔a コーポレートガバナンス、b NGO、c グリーン購入〕で協力す

ることが求められている。
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一　般　常　識　の　２

１ 次の(1)～(11)に日本で親しまれてきた童謡・唱歌の歌詞の一部が抜すいされて

います。それぞれの歌の題名または関係ある語句を下のa～kから選び、解答

欄に記号で答えなさい。（2点×11）

(1) お腰につけたキビ団子、一つ私にくださいな。これから鬼の征伐について行く

ならやりましょう。

(2) お前の頭はどこにある？角だせ槍だせあたまだせ。

(3) おわりなき世のめでたさを、松竹たてて門（かど）ごとに、祝う今日こそ楽し

けれ。

(4) ちいちいぱっぱ、ちいぱっぱ、お口をそろえてちいぱっぱ。

(5) 助けたカメに連れられて、竜宮城へ来てみれば、絵にもかけない美しさ。

(6) あした天気にしておくれ、晴れたら金の鈴あげよ。

(7) 京の五条の橋の上。ツバメのような早わざに、鬼の弁慶あやまった。

(8) しば刈り縄ない草鞋（わらじ）をつくり、兄弟仲良く孝行つくす。

(9) ナマズの孫ではないわいな。それが何より証拠には、やがて手がでる足たで

る。

(10) うらの畑でポチが鳴く。正直じいさん掘ったれば、大判小判がザクザク。

(11) 足柄山の山奥で、けだもの集めて相撲のけいこ、ハッケヨイヨイ、ノーコッタ。

a あけましておめでとう b 牛若丸 c 浦島太郎 d おたまじゃくし

e かたつむり f 枯木に花を咲かせます g 金太郎 h スズメの学校

i 手本は二宮金次郎 j てるてる坊主 k 桃太郎

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
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２ 飼育動物・栽培植物はそれぞれさらにいくつもの種類（品種）に分かれていま

す。次の飼育動物［(1)～(3)］及び栽培植物［(4)～(9)］には（　　）内に各

１つだけ、現在日本で知られている正しい品種の名があります。それを○で囲

みなさい。（2点×9）

(1) ウシ （ヨークシャー、　カシミア、　ホルスタイン）

(2) イヌ （サラブレッド、　コーチン、　シェパード）

(3) ニワトリ （ドーベルマン、　白色レグホン、　アンゴラ）

(4) リンゴ （ふじ、　長十郎、　デラウェア）

(5) メロン （マスカット、　アンデス、　デリシャス）

(6) ナシ （あきたこまち、　お多福、　二十世紀）

(7) カキ （温州、　メー・クイン、　富有）

(8) ブドウ （八つ頭、　巨峰、　ひとめぼれ）

(9) ジャガイモ （男爵、　ササニシキ、　金時）

３ 近年は国際舞台で活躍する日本女性が増えました。しかし、かつての日本にも、

いろいろな意味で国際的に話題を呼んだ女性たちが存在しました。そういう人

たちの名前が次にあげてあります。それぞれの生き方を説明した文章をイ～ホ

から選び、  内に記号で答えなさい（2点×5）

岡田嘉子 小泉セツ（節子） 津田梅子 

唐人お吉 ラグーザお玉 

イ　来日したイタリア人芸術家と結婚してヨーロッパへ渡り、自分も画家として修

行し、国際的に高い評価を得たが、日本ではなかなか認められなかった。

ロ　来日したアイルランドの英語教師と結婚し、彼の日本研究の協力者として絶大

な貢献をする。彼は日本に永住し、日本研究のすぐれた業績を残した。

ハ　伊豆下田の女性。通常、恋人との仲を裂かれ、外国人公使の人身御供にされ、

悲惨な生涯をおくった悲劇のヒロインと語られるが、実像はかなり違ったとい

う説もある。

ニ　わずか７才でアメリカに留学。日本女性として西洋文化を最も体得したひとり。

帰国後に女子教育の塾を創設、現在も女子大の名門校として存続する。

ホ　元は有名女優。共産主義に共鳴した恋人とともに雪の国境線を突破してソ連に

亡命し、大変な話題になった。しかしその先は思惑と違って非常な苦難が待ち

うけていた。
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2001年度　通訳案内業国家試験３次試験問題

解　答

日本地理

１ １ 東京　Ｃ

２ 那覇　Ｆ

３ 札幌　Ａ

４ 金沢　Ｄ

２ ａ ８ 長崎

ｂ ２ 函館

ｃ ４ 横浜

ｄ ７ 別府

ｅ ３ 白神

３ 金沢市

４ 瀬戸内海

日本歴史

１ 文化財名：(1)⑤ (2)⑥ (3)④ (4)⑧ (5)⑨

時　　代：(1)⑤ (2)① (3)⑦ (4)④ (5)③

都道府県名：(1)⑩ (2)⑧ (3)⑤ (4)⑥ (5)⑦

２ 不適当な語句：(1)④ (2)⑤ (3)③ (4)① (5)②

適切な語句：(1)⑥ (2)① (3)⑦ (4)④ (5)⑨

３ 事 件 名 ：(1)⑤ (2)⑦ (3)② (4)④ (5)⑨

人 物 名 ：ア⑧；イ③ ウ④；エ⑨ オ⑦；カ② キ⑩；ク⑥ ケ⑤；コ①

４ 適切な語句：(1)③ (2)④ (3)⑩ (4)⑦ (5)①

読　　み：おっそ　  かきつ　　ざんぼうりつ　くぬひ　　まんぞうくじ

《注釈》(1)は「えっそ」でも、(2)は「かいと」でも可。
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一般常識の１

(1) b (2) c (3) c (4) c (5) a

(6) a (7) b (8) a (9) a (10)a

(11)a (12)b (13)a (14)b (15)a

(16)a (17)b (18)a (19)c (20)b

(21)a (22)b (23)b (24)b (25)c

一般常識の２

1 (1) k (2) e (3) a (4) h (5) c

(6) j (7) b (8) i (9) d (10) f

(11) g

2 (1) ホルスタイン

(2) シェパード

(3) 白色レグホン

(4) ふじ

(5) アンデス

(6) 二十世紀

(7) 富有

(8) 巨峰

(9) 男爵

3 岡田嘉子　ホ

小泉セツ（節子）　ロ

津田梅子　ニ

唐人お吉　ハ

ラグーザお玉　イ
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