
通訳案内士とは、こんなお仕事です 
 
１ 通訳案内士法の規定 

 通訳案内士法の規定では、「通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内（外国人に付き添い、外国語を用い
て、旅行に関する案内をすることをいう。）を行うことを業とする。」とされています。 
この規定を踏まえ、通訳ガイドの仕事には、以下のポイントがあると考えられます。 
 
１ 通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする。 

実態として、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることは、通訳案内士以外も行っています。しかし、
報酬を得て、事業として、行うのは、通訳案内士の資格を有している者に限られます。 

ボランティア・ガイドで、お客様などから、金銭をいただくことがありますが、あくまで交通費など、実費弁償
の範囲内に止まります。 
通訳案内士は、アマチュアのボランティア・ガイドと異なり、専門性と責任を要求されます。 
 
２ 通訳案内とは、外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいいます。 

通訳は、演説や講義、会議等において、話し手のスピーチを他の言語に置き換えることが仕事です。した
がって、話し手のスピーチの理解力や、語学力が求められます。 

これに対し、通訳案内士がガイドとして、仕事をするときは、語学力に加え、ガイド自身が旅行に関する知
識・情報を有する必要があります。 

通訳案内（通訳ガイド）をして、外国人旅行者が日本を好きになってくれるとすれば、これはもう立派な民
間外交の仕事だと思います。そのためには、単に知識だけでなく、ホスピタリティあふれる態度などの総
合力が求められます。 
 
３ 資格と登録を要する事業者であること（法３条、１８条、２９条） 

通訳案内士は、事業者です。会社の社員として、案内業務を行うときもありますが、通訳案内士法でいう
業とは、独立した事業者です。旅行会社等と契約し、報酬を得て、通訳ガイドを行うもので、個人事業者と
しての性格が基本です。旅行者に登録証を提示しなければなりません。  
 

2017年 通訳案内士試験 必勝法を教えます 
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日本最大の通訳案内士団体 
IJCEE＆TJTグループ 
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年度 2013 2014 2015 

1次試験 
合格率 

42.3％ 33.8％ 29.3％ 

2次試験 
合格率 

73.7％ 76.5％ 69.1％ 

最終 
合格率 

30.9％ 26.6％ 21.5％ 

42.3 
33.8 

29.3 

[値] [値] [値] 

30.9 
26.6 21.5 

10

25

40

55

70

2013年度 2014年度 2015年度 

1次試験合格率 ２次試験合格率 

最終合格率 

◆過去３年間の合格率の推移 

IJCEEの2次試験対策講座で通訳・プレゼン・面接の総合的に受講した受講生の 
2次試験合格率は、83.9％！ 

2015年合格率 
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通訳案内士試験 
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2016年 2次試験出題問題一覧 
 
True Japan Schoolの受講生のアンケート調査等によるものです。 
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2016年 2次試験出題問題一覧 
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2016年 2次試験出題問題一覧 



通訳案内士試験制度について 

筆記試験 
(1次試験)   
  

8月21日 
(日曜日) 

外国語の筆記試験 
(出願者の選択する
一カ国語) 

英語…マークシート方式 
中国語、韓国語…記述式とマークシート方
式の併用 
フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア
語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語  
…記述式  

日本語による 
筆記試験  
(マークシート方式) 

（ア）日本地理  
（イ）日本歴史 
（ウ）産業・経済・政治及び文化に関する 
      一般常識 

 

1次試験の発表  11月10日 
2次試験 
12月4日(日曜日) 

口述試験 筆記試験で選択した外国語による通訳案
内の現場で必要とされるコミュニケーション
を図るための実践的な能力について判定 

 
2次試験の発表 2月3日（予定） 

受験料 
11,700円    
二か国語受験の場合は 23,400円 

試験等の日程は2016年の試験に関するものです。 
2017年は日程が変更になる可能性もございます。 
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2017年 試験対策講座 全体日程 
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2017年 5月ごろ 願書受付開始 

8月末 1次試験実施 

11月 1次試験合格発表 

12月 2次試験 

2018年 2月 通訳案内士試験合格発表 
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【True Japan School 連絡先】  URL：www.tjschool.jp 
メール：info@tjschool.jp   電話：03-3868-3760   FAX：03-3830-0452   

※プレ基礎・・・プレゼン力養成基礎講座ロングコース 
※夏・・・夏季集中講座 
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1次試験免除規定と通訳案内士試験の年間スケジュール 

【True Japan School 連絡先】  URL：www.tjschool.jp 
メール：info@tjschool.jp   電話：03-3868-3760   FAX：03-3830-0452   
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※2016年～2017年にかけての予定です 

mailto:info@tjschool.jp


通訳案内士試験受験／歴史コース（2017年）・全14回 
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歴史 木曜日コース 歴史 土曜日コース 歴史 夜間コース 

9時30分～11時30分 9時30分～11時30分 19時～21時 

回 日程 回 日程 回 
曜
日 

日程 

1 12月8日 1 2月4日 1 水 2月8日 

2 12月15日 2 2月11日 2 水 2月22日 

3 1月12日 3 2月25日 3 水 3月8日 

4 1月26日 4 3月11日 4 水 3月22日 

5 2月9日 5 3月25日 5 水 4月5日 

6 2月23日 6 4月1日 6 水 4月12日 

7 3月9日 7 4月8日 7 水 4月26日 

8 3月23日 8 4月15日 8 水 5月10日 

9 4月6日 9 4月22日 9 水 5月17日 

10 4月13日 10 4月29日 10 水 5月31日 

11 4月20日 11 5月13日 11 水 6月7日 

12 4月27日 12 5月20日 12 水 6月14日 

13 5月11日 13 5月27日 13 水 6月21日 

14 5月18日 14 6月3日 14 水 7月5日 

2017年 歴史対策講座のスケジュール 

◆テキストについて◆ 
 

◎完全オリジナルテキストを毎回配布します 

 毎回の講座で、講師作成のオリジナルテキストを配布致します。（受講料はテキスト代込み） 

 

◎副読本として教科書を別途ご用意頂くことをお勧めします 

 必須ではありませんが、副読本として高校の日本史Bの教科書や図説があると 

 理解を深めるのに役立ちます。 
 出版社は問いませんので、ご準備しやすいものをお買い求め下さい。以下は講師お勧めの書籍です。 
 詳説 日本史B（山川出版） ／ ビジュアルワイド図説 日本史（東京書籍） 
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『旅に出たくなる地図 日本』 
は必須教材なので、 
地理を受講する方は、 
必ず事前にご準備下さいね☆ 
 
当校では 
販売しておりませんので、 
ご了承ください・・ 

通訳案内士試験受験／地理コース（2017年）・全14回 
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地理 木曜日コース 地理 土曜日コース 地理 夜間コース 

12時30分～14時30分 12時30分～14時30分 19時～21時 

回 日程 回 日程 回 
曜
日 

日程 

1 12月8日 1 2月4日 1 金 2月10日 

2 12月15日 2 2月11日 2 金 2月24日 

3 1月12日 3 2月25日 3 金 3月10日 

4 1月26日 4 3月11日 4 金 3月24日 

5 2月9日 5 3月25日 5 金 4月7日 

6 2月23日 6 4月1日 6 金 4月14日 

7 3月9日 7 4月8日 7 金 4月28日 

8 3月23日 8 4月15日 8 金 5月12日 

9 4月6日 9 4月22日 9 金 5月19日 

10 4月13日 10 4月29日 10 金 6月2日 

11 4月20日 11 5月13日 11 金 6月9日 

12 4月27日 12 5月20日 12 金 6月16日 

13 5月11日 13 5月27日 13 金 6月23日 

14 5月18日 14 6月3日 14 金 7月7日 

2017年 地理対策講座のスケジュール 

◆テキストについて◆ 
 

◎完全オリジナルテキストを毎回配布します（受講料はテキスト代込み） 

 毎回の講座で、講師作成のオリジナルテキストを配布致します。 

 

◎テキストとは別に、地図帳のご準備が必須となります 
（受講料には含まれません） 

 『旅に出たくなる地図 日本』（帝国書院）を必ず、ご準備下さい。 

 帝国書院のホームページやアマゾン、一般書店で購入いただけます。 
 True Japan Schoolでは販売しておりませんので、ご了承下さい。 
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通訳案内士試験受験／一般常識コース（2017年）・全6回 

『平成年版 観光白書』は必須教材なので、 
一般常識を受講する方は、必ず事前にご準備下さいね☆ 
 
当校では販売しておりませんので、ご了承ください・・ 
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一般常識 木曜日コース 一般常識 土曜日コース 一般常識 夜間コース 

14時50分～16時50分 12時30分～14時30分 19時～21時 

回 日程 回 日程 回 
曜
日 

日程 

1 5月25日 1 
6月3日 

14:50～16:50 
1 木 5月25日 

2 6月1日 2 6月10日 2 木 6月1日 

3 6月8日 3 6月17日 3 木 6月8日 

4 6月22日 4 6月24日 4 木 6月22日 

5 6月29日 5 7月1日 5 木 6月29日 

6 7月6日 6 7月8日 6 木 7月6日 

2017年 一般常識 対策講座のスケジュール 

◆テキスト・DVD受講について◆ 
 

◎完全オリジナルテキストを毎回配布します（受講料はテキスト代込み） 
 

  毎回の講座で、講師作成のオリジナルテキストを配布致します。 
 莫大な情報を分析・厳選し、試験に出そうなものだけに絞った、 
  True Japan School自慢のテキストです。 
 テキスト代は受講料に含まれています☆ 
 
◎一般常識講座にはDVD受講はございません。 
 一般常識の講座は通学によるコースのみのご用意となります。 
  その代わりに、一般常識のみ1回毎の受講制度を設けておりますので、6回全ての通学が 
 難しい方は、1回毎の受講もご利用下さい。 
 ５回以上受講される場合は一括の方がお得です。 
 

◎テキストとは別に、地図帳のご準備が必須となります（受講料には含まれません） 
 

 『平成28年版 観光白書』を必ず、ご準備下さい。 
 アマゾン、政府刊行物販売所のサイトにて購入できます。 
 True Japan Schoolでは販売しておりませんので、ご了承下さい。 
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※土曜日コースの初回（6月3日）のみ講座時間が違いますので、ご注意下さい！ 
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>☆追加購入制度が嬉しい！ 
 

  ・追加聴講1回毎・・・DVDコースの受講生で、教室での聴講を希望の方は、 
   1回につき1,500円いただきます。 
   
  ・追加DVD1枚毎・・・通学コースの受講生で、聴講した授業のDVDを追加でご購入される方
は、 
   1枚につき1,500円いただきます。 
   
  ・追加DVD全14回分・・・通学コースの受講生で、全14回分のDVDを後から追加で 
   ご購入される方は、追加で14,000円をお支払ください。 
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２０１６年度 通訳案内試験 日本歴史を振り返って 
 
担当講師 沢田先生からのコメント 
 
 今年度の問題は基本的な問題を素直に出題しています。 
一見難しそうに見える問題でも、きちんと読むとヒントがあり答えやすいものでした。 
 
【出題方法】  
 写真は全部で１７枚使用しています。（そのほとんどは、講座の資料で提示している写真です） 
昨年なかった日本地図が復活しました。（答えさせるのは３か所で、きわめて基本的な場所です） 
 
【出題傾向】 
 多くの人が訪れる代表的な歴史的な場所、代表的な文化遺産について聞いています。 
日本歴史の基本的事項を理解しているか、聞いています。 
 
 True Japan School(旧IJCEE)の日本歴史の講座で解説した問題は４１問中３５題です。（８５％） 
これに日本地理で解説した問題５題を加えると４０題をカバーしていたことになります。（９８％） 
つまり、説明していなかったのは金印を保管している博物館についての１問だけです。 
 

True Japan School ・NPO日本文化体験交流塾(IJCEE)地理講師 沢田千津子 
 
※昨年度、一昨年度の問題について、通訳案内士の立場から、不適切ではないかと、是正をお願いしてき
ました。その成果の表れとも思います。 
 
           True Japan School(True Japan Tour 株式会社) 代表取締役社長 
           NPO日本文化体験交流塾(IJCEE)          理事長 米原亮三 

２０１６年度 通訳案内試験 日本地理を振り返って 
  

担当講師 沢田先生からのコメント 
   

 昨年度の地理の問題は、従来の対策を取りやすかった問題から大きく様変わりして、難問奇問が多く、 
受験者を戸惑わせましたが、今年度は少し落ち着いてきた感があります。 
  
【出題傾向】 
 全体的に言えることは、現在の動きを大きく反映していて、観光地に関する問題が増えました。 
観光庁の動きを受けて、広域観光周遊ルートにそった出題が４つありました。講座はこの切り口では 
やりませんでしたが、講座内容から解答できる出題が多かったと言えます。 
  
【出題方法】 
 ガイドラインには地図を中心としてとありますが、昨年は地図が一枚も使われていませんでした。 
今年度も同様です。ただ広域観光周遊ルートなる絵地図が３枚使われています。 
写真は８枚使用されていますが、写真から問を起こすというより、単に写真を添付しただけといえます。 
  
 True Japan School(旧IJCEE)の日本地理の講座で触れた内容は、日本歴史、一般常識に出題されています。
日本史は５題、一般常識では１１題が地理関連でした。したがって、３教科をまんべんなく勉強することに
よって各教科がレベルアップできます。 
                                       

True Japan School ・NPO日本文化体験交流塾(IJCEE)地理講師 沢田千津子 
 
True Japan School校長 米原亮三からのコメント 
  
 今年は、「広域観光周遊ルート」に関する問題が大半を占めました。 
 私の一般常識の講義では、2015年の東京、大阪、京都の３大観光地が宿泊施設不足になる中で、これら以
外の地域でのインバウンド振興が、観光庁はもとより、日本政府全体の国策的な重要性を占めていることを
再三再四、お話ししてきました。 
 NPO日本文化体験交流塾は、通訳案内士団体であるとともに、True Japan Tourという旅行会社を併設し、
国や県等からの受託事業等により、宮城県、岐阜県、新潟県、奈良県等の地域振興に携わってきました。こ
うしたなかで、実感として、広域観光周遊ルートの重要性を感じてきました。今回の出題は、当然のことと、
思います。なお、広域観光ルートについて、一般常識の講義で解説するとともに、最新の観光白書(2016年
版)について、ウェブしか出ていなかったので、印刷サービスも提供しました。 
 また、今回の出題は、日光、東京駅など、首都観光に関する出題もありました。歴史分野で京都、奈良が
多く出題されたことを考えると、訪日外国人が集中する大都市観光にも配慮されました。 
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２０１６年度 通訳案内試験 一般常識を振り返って 
  

担当講師 米原亮三からのコメント 
  

 本年度の一般常識は、昨年の奇問の多さからは、改善されたと思います。多くの問題は、True Japan 
Schoolの講座で予想した分野から出題されました。 
 
 しかしながら、知識そのものは細部に至るものが多く、旅行会社や行政の専門家にしか解けない問題が
多くありました。 
 
 例えば、第1問については、「訪日外国人による日本の国内消費総額」は、予想の範囲内でしたが、 
日本の自動車部品の輸出額について、日本人の何パーセントの人が知っているでしょうか。 
 
 第2問の免税制度も、予想の範囲内でした。しかし、空港型市中免税店の非課税対象は観光白書にも記載
されていません。 
 
 第13問の観光案内所や14問のビザの緩和国等も専門的過ぎる内容です。 
 
 第19問の足尾銅山の閉山年をあてる問題や、第24問の桜に関し、「古都」の著者が森鴎外でないこと、
第26問の白鳥が特別天然記念物に指定されているか否か、第28問の鵜飼いについて、米沢市ではないこと。
ほとんど、奇問といっても良いほど、細かい知識を問うています。 
 
 北海道新幹線、農産物の輸出、JRパス、LCCなども予想対象であり、True Japan Schoolの講座でもカ
バーしていましたが、実際の出題は、あまりにも細かく、難しい問題となっていました。 
概して、交通や旅行関係の業界紙から出題したと思われます。朝日、読売、日経などの全国紙で大きく取
り扱われる範囲からの出題に改善してほしいと思います。 
 
 また、最新の観光白書から出題するとして、2016年7月にウェブで公開された、2016年版の最新の観光
白書から出題されました。True Japan Schoolでは、出題の可能性が高いとして、印刷サービスの実施等
の対応策をとりましたが、一般の受験生には、きわめてハードルの高いものになったと思います。 
やはり、2015年の観光白書「平成26年度 観光の状況」（平成27年8月17日発行)からの出題が妥当だと
思います。 
  
 私の予想では、今回の合格点は、50点前後と思われます。 
  
 観光庁のガイドラインは、60点を合格点としていますので、引き続き改善を求めたいと思います。 
                                       
                 True Japan School(True Japan Tour 株式会社) 代表取締役・社長 
                 NPO日本文化体験交流塾(IJCEE)                     
 
                                       理事長 米原亮三 
  
  
  
  (国への要望) 
 昨年度、一昨年度の問題について、通訳案内士団体や受験指導の立場から、不適切ではないかと、
再々、是正をお願いしてきました。特に、昨年度の地理は、三笠ジオパークに関する出題など、難問・奇
問の続出で、推定合格点は、40点程度でした。以上、今年度の試験の内容を考えますと、以下の取り組み
の成果とも思います。 
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通訳案内士 基礎英語講座（2017年）・全10回 
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基礎英語 木曜日コース 基礎英語 土曜日コース 

14時50分～16時50分 14時50分～16時50分 

回 日程 回 日程 

1 3月9日 1 2月4日 

2 3月23日 2 2月25日 

3 4月6日 3 3月25日 

4 4月13日 4 4月8日 

5 4月20日 5 4月22日 

6 4月27日 6 5月13日 

7 5月11日 7 5月27日 

8 5月18日 8 6月10日 

9 
5月25日 

9時30分～11時30分 
9 6月24日 

10 
6月1日 

9時30分～11時30分 
10 7月8日 

2017年 基礎英語講座のスケジュール 



通訳案内士1次試験対策 内容 受講料 

歴史 木曜日コース 講義14回 
  

①通学コース(欠席時のみDVD) 38,000円 

②DVDコース 38,000円 

③通学コース＋全回DVD 52,000円 

土曜日コース 講義14回 ①通学コース(欠席時のみDVD) 38,000円 

②DVDコース 38,000円 

③通学コース＋全回DVD 52,000円 

夜間コース 講義14回 ①通学コース(欠席時のみDVD) 38,000円 

②DVDコース 38,000円 

③通学コース＋全回DVD 52,000円 

追加購入・追加受講等 ①通学コース 追加全14回DVD 14,000円 

②通学コース 追加DVD(1枚) 1,500円 

③DVDコース 追加受講料(1回) 1,500円 

直前学習コース  
講義6回(夏季集中) 

①通学6回＋全14回DVD付コース 44,000円 

②通学のみ6回コース 30,000円 

③補講コース：通学6回 15,000円 

地理 木曜コース 講義14回 ①通学コース(欠席時のみDVD) 38,000円 

②DVDコース 38,000円 

③通学コース＋全回DVD 52,000円 

土曜コース 講義14回 ①通学コース(欠席時のみDVD) 38,000円 

②DVDコース 38,000円 

③通学コース＋全回DVD 52,000円 

夜間コース 講義14回 ①通学コース(欠席時のみDVD) 38,000円 

②DVDコース 38,000円 

③通学コース＋全回DVD 52,000円 

追加購入・追加受講等 ①通学コース 追加全14回DVD 14,000円 

②通学コース 追加DVD(1枚) 1,500円 

③DVDコース 追加受講料(1回) 1,500円 

直前学習コース  
講義4回(夏季集中) 

①通学4回＋全14回DVD付コース 44,000円 

②通学のみ4回コース 30,000円 

③補講コース：通学4回 10,000円 

一般常識 木曜コース 講義6回 ①通学コース 38,000円 

②1回毎コース 8,000円 

土曜コース 講義6回 ①通学コース 38,000円 

②1回毎コース 8,000円 

夜間コース 講義6回 ①通学コース 38,000円 

②1回毎コース 8,000円 

直前学習コース  
講義4回 (夏季集中)  

①通学のみ4回コース 38,000円 

②補講コース：通学4回 10,000円 

基礎英語 平日コース  
講義10回 

①10回一括コース 40,000円 

②1回毎コース 6,400円 

週末コース  
講義10回 

①10回一括コース 40,000円 

②1回毎コース 6,400円 

直前学習コース 
講義7回(夏季集中) 

①通学7回一括コース 40,000円 

②通学1回毎コース 7,000円 

1：DVDの製作には、講座日から土日祝日を除く10営業日程度頂いております。 
2：歴史と地理の直前学習コースでDVD付コースをお申込みの方へは、事前に講座テキストと通常コースで収録した
DVDを送付致します。送付は6月以降の一括送付となります。講座受講の予習にご活用下さい。 
3 基礎英語コースについて (1次試験、2次試験対応) 
 日本文化紹介や観光など、通訳案内士1次試験、及び通訳ガイドに不可欠な英語表現、語彙などを学ぶ講座で
す。通訳案内士2次試験にも役に立つ情報が満載の講義となります。また、資格を取得して、通訳ガイドをするにあ
たり、英語力に自信が無いという方や、観光英語を学びたいという方にもおすすめです。 
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一般常識 地 理 歴 史 英 語 

免除対象
となる 
資格 

ｾﾝﾀｰ試験 
(公民) 

国内 

旅行業務
務取扱管
理者試験 

地理 
検定 

ｾﾝﾀｰ試験 
(日本史B) 

歴史検定 TOEIC 実用英語
技能検定 

必要な 
条件 

80点以上 合格 
1級か 

2級 
60点以上 1級か2級 

840点 
以上 

1級 

検定料と 
支払期限 

2科目まで 
12,000円 

 
9月1日～ 
10月7日 

5,800円 

2科目まで 
12,000円 

 
9月1日～ 
10月7日 

6,500円 
～ 

7,500円 
5,725円 8,400円 

出願時の
必要書類 

願書 
卒業証明書 

・願書 
・写真 

願書 
卒業証明書 

願書のみ 

2月と 
8月を 
除く 
年10回 
実施 

年に 
3回程度 
実施 願書提出 

9月27日 
～ 

10月7日 

6月上旬
～ 

7月上旬 

9月27日 
～ 

10月7日 

8月23日 
～ 

10月17日 

受験日 

2017年 
1月14日 

(土) 
9月上旬 

2017年 
1月14日 

(土) 

2016年 
11月27日

(日) 

結果発表 
2017年 

4月16日 
以降 

10月下旬 
2017年 

4月16日 
以降 

2017年 
1月中旬頃 

凡そ 
受験の 
翌月 

凡そ 
2次試験の
翌月頃 

免除 
適用期間 

永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久 

各科目の免除規定一覧 

現在、 
試験自体が 
無くなった為 
過去に取得 
した結果が 
適用になる 

 

※日付は2016年9月現在の物です 
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通学のみ   30,000円 
DVDのみ   30,000円 
通学＋DVD 40,000円 

通学のみ   30,000円 
DVDのみ   30,000円 
通学＋DVD 40,000円 

8回一括    12,000円 
1回ごと     2,000円 
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◆欠席時の対応  
・欠席時は相互に振替が可能 
・欠席分の次学期への繰り越し受講も可能 
 
◆受講料の一括購入について 
 
① 9回一括の受講料は、29,700円 
 →無料体験受講の後、一括購入される場合は、無料体験受講も１回に数えます。 
 
② 学期途中でも一括購入が可能 
 →当学期で受講できない分は、一括購入頂いた学期の翌学期にのみ延長して受講できます。 
 例えば、1学期に9回一括購入し、実際は6回しか 受講しなかった方は、次の学期に3回受講できます。 
 
③ 減額購入制度について 
    前学期に引き続一括購入する方は、 残っている回数×3,300円で、次の学期の受講料を減額して購入
することができます。   減額で購入する場合は、TJSchool事務局で 直接お支払ください。 
例）1学期に全額一括購入し、3回休んだ方 
   2学期の一括購入額 ↓  
  29,700円 － (3,300円×3回) = 19,800円 
 
◆受講料の1回ごとの購入について 
 1回ごとは4,000円です。 
 受講料を1回ごとに購入し、欠席した場合、繰り越し又は振替はできません。 

TOEIC講座 受講料と申し込み 

曜日 講師 授業形態 実施時期 受講料 

火曜 19時～ 
 

新井純子 通学 
3学期：12月6日～17年2月21日 
2017年新学期：5月9日～7月11日 

2,9700円 

金曜 9時30分～ 田中玲子 通学 
3学期：12月9日～17年2月24日 
2017年新学期：5月12日～7月14日 

2,9700円 

日曜 14時～ 
浅見ベートーベン 通学 16年9月11日～11月6日 2,9700円 

浅見ベートーベン DVD 授業後にDVD完成次第、随時発送 2,9700円 

TOEIC上級コース 各講座一覧（全9回） 

浅見先生（日曜午後）の講座 

新井先生（火曜夜）と田中先生（金曜午前）の講座について 

◆欠席時の対応  
・欠席時はDVDによる振替 
 
◆受講料の一括購入について 
 
① 9回一括の受講料は、29,700円 
 →無料体験受講の後、一括購入される場合は、無料体験受講も１回に数えます。 
 
② 学期途中でも一括購入が可能 
 →受講以前の授業は、欠席分としてDVDをお渡しします。 34 



改正：平成２７年 ４月２日 
 

通訳案内士試験ガイドライン 
 
Ⅰ．試験全体について 
（１）目的 

・試験の目的は、「通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定すること」（通訳案内士法第５条）で
あり、出題方針も、通訳案内の実務に沿った内容、レベルの問題を出題することとする。 
 
（２）試験方法 
・受験資格は、不問とする。 

・試験科目は、筆記（第１次）試験については外国語、日本地理、日本歴史並びに産業、経済、政治及び文化に関す
る一般常識（以下単に「一般常識」という。）とし、口述（第２次）試験については通訳案内の実務とする。 

・外国語についての筆記試験（以下「外国語筆記試験」という。）は、通訳案内士の業務を適切に行うために必要な読
解力、日本文化等についての説明力、語彙い力等の総合的な外国語の能力を問うものとする。 

・日本地理、日本歴史及び一般常識についての筆記試験（以下「日本地理等筆記試験」という。）は、日本の観光地等
に関連する地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄（日本と世界との関わりを含む。）のう
ち、外国人観光旅客の関心の強いものについての基礎的な知識を問うものとする。 

・口述試験は、総合的な外国語の能力並びに日本地理、日本歴史及び一般常識に係る正確な知識を活用して行われ
る、通訳案内の現場で必要とされるコミュニケーションを図るための実践的な能力について判定するものとする。 

・口述試験は、日本の観光地等に関連する地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄のう
ち、外国人観光旅客の関心の強いものを題材として、受験者に通訳案内の業務を擬似的に行わせることにより実施
するものとする。 
 
（３）試験委員 

・通訳案内士試験委員（以下単に「試験委員」という。）は、原則として、外国語筆記試験については外国語ごとに２人
以上、日本地理等筆記試験については科目ごとに２人以上、口述試験については外国語ごとに２人以上選任されるも
のとする。 

・試験委員は、筆記試験においては、試験問題の作成、答案の採点及び合否の判定に関する事務を行い、口述試験
においては、試験問題の作成及び合否の判定に関する事務を行う。 

・試験問題の作成に当たっては、問題案を作成する試験委員と内容をチェックする試験委員を分けるなど、十分な
チェック体制を確立し、一部の受験者だけに有利になる問題や、内容に偏りがある問題等の出題を回避する。 
 
（４）合否判定 

・筆記試験の合否判定については、科目ごとに合格基準点を設定し、すべての科目について合格基準点に達している
か否かを判定することにより行う。受験者には筆記試験の合否のほか、科目ごとに合格基準点に達したか否かを通
知する。 

・実際の平均点が、合格基準点から著しく乖離した科目については、当該科目の試験委員と試験実施事務局から構
成される検討会を開催する。その結果、必要があると判断された場合には、合格基準の事後的な調整を行う。この調
整は、平均点の乖離度及び得点分布を考慮して行う。 

・口述試験の合否判定については、本ガイドラインに従い、あらかじめ評価項目ごとに具体的な評価基準を設定した
上で、合格基準点（原則として６割）に達しているか否かを判定することにより行う。 
 
（５）試験免除 

・一の外国語による通訳案内士試験の筆記試験に合格した者が、当該外国語による次回の通訳案内士試験を受験
する場合は、筆記試験を免除する。 

・一の外国語による通訳案内士試験に合格した者が、他の外国語による通訳案内士試験を受験する場合は、日本地
理等筆記試験を免除する。 

・通訳案内士試験の筆記試験の一部の科目について合格基準に達した者が、次回の通訳案内士試験を受験する場
合は、当該科目（外国語については同じ種類の外国語に限る。）についての筆記試験を免除する。 

・一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格した者が、当該外国語による通訳案内士試験を受験する場合
は、外国語筆記試験を免除する。 

・一の外国語による地域限定通訳案内士試験の外国語筆記試験について合格基準に達した者が、当該試験終了後
最初に実施される当該外国語による通訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験を免除する。 

・旅行業務取扱管理者試験に合格した者が通訳案内士試験を受験する場合は、日本地理についての筆記試験を免
除する。 

・公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の一級に合格した者が、英語による通訳案内士試
験を受験する場合は、外国語筆記試験（英語）を免除する。 
・Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｓｔｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅが制作するＴＯＥＩＣテストの公開テストについて８４０点以上、ＴＯＥＩＣスピーキングテ

ストの公開テストについて１５０点以上又はＴＯＥＩＣライティングテストの公開テストについて１６０点以上を得た者が、
英語による通訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験（英語）を免除する。 35 



・公益財団法人フランス語教育振興協会が実施する実用フランス語技能検定試験の一級に合格した者が、フラン
ス語による通訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験（フランス語）を免除する。 

・公益財団法人ドイツ語学文学振興会が実施するドイツ語技能検定試験の一級に合格した者が、ドイツ語による
通訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験（ドイツ語）を免除する。 

・一般財団法人日本中国語検定協会が実施する中国語検定試験の一級に合格した者が、中国語による通訳案
内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験（中国語）を免除する。 

・特定非営利活動法人ハングル能力検定協会が実施する「ハングル」能力検定試験の一級に合格した受験者
が、韓国語による通訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験（韓国語）を免除する。 

・公益財団法人日本余暇文化振興会が実施する地理能力検定の日本地理一級又は日本地理二級に合格した者
が通訳案内士試験を受験する場合は、日本地理についての筆記試験を免除する。 

・歴史能力検定協会が実施する歴史能力検定の日本史一級又は日本史二級に合格した者が通訳案内士試験を
受験する場合は、日本歴史についての筆記試験を免除する。 

・大学入試センター試験の日本史Ｂについて６０点以上を得た者が通訳案内士試験を受験する場合は、日本歴史
についての筆記試験を免除する。 

・大学入試センター試験の現代社会について８０点以上を得た者が通訳案内士試験を受験する場合は、一般常
識についての筆記試験を免除する。 
 
Ⅱ．外国語筆記試験について 
（１）試験方法 

・試験は、通訳案内士の業務を適切に行うために必要な読解力、日本文化等についての説明力、語彙い力等の
総合的な外国語の能力を問うものとする。 

・出題する外国語は、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国
語及びタイ語とする。 
・試験の方法は、記述式とする 
・試験時間は、120 分とする。 
・試験の満点は、100 点とする。 
・出題は概ね、外国語文の読解問題２題（配点25 点程度）、外国語文和訳問題１題（15点程度）、和文外国語訳問
題１題（30 点程度）、外国語による説明（あるテーマ、用語等について外国語で説明する）問題１題（30 点程度）を
基準とする。 

・言語によっては、完全な多肢選択式（マークシート方式）または、多肢選択式及び記述式の組み合わせによる出
題とする。後者の場合、和文外国語訳問題１題、外国語による説明問題１題は記述式により出題するものとする。 
※筆記試験/ 外国語（出願者の選択する一カ国語） 
英語 … マークシート方式 / 中国語、韓国語 … 記述式とマークシート方式の併用 
フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語 … 記述式  
 
（２）合否判定 
・合否判定は、原則として70 点を合格基準点として行う。 
 
Ⅲ．日本地理筆記試験について 
（１）試験方法 

・試験は、日本の観光地等に関連する日本地理についての主要な事柄（日本と世界との関わりを含む。）のうち、
外国人観光旅客の関心の強いものについての基礎的な知識を問うものとする。 
・試験の方法は、多肢選択式（マークシート方式）とする。 
・試験時間は、40 分とする。 
・試験の満点は、100 点とする。 
・問題の数は、40 問程度とする。 
・内容は、地図や写真を使った問題を中心としたものとする。 
（２）合否判定 
・合否判定は、原則として70 点を合格基準点として行う。 
 
IV．日本歴史筆記試験について 
（１）試験方法 

・試験は、日本の観光地等に関連する日本歴史についての主要な事柄（日本と世界との関わりを含む。）のうち、
外国人観光旅客の関心の強いものについての基礎的な知識を問うものとする。 
・試験の方式は、多肢選択式（マークシート方式）とする。 
・試験時間は、40 分とする。 
・試験の満点は、100 点とする。 
・問題の数は、40 問程度とする。 
・内容は、地図や写真を使った問題を中心としたものとする。 
（２）合否判定 
・合否判定は、原則として70 点を合格基準点として行う。 36 



V．一般常識筆記試験について 
（１）試験方法 

・試験は、現代の日本の産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄（日本と世界との関わりを含む。）のう
ち、外国人観光旅客の関心の強いものについての基礎的な知識を問うものとする。 
・試験の方式は、多肢選択式（マークシート方式）とする。 
・試験時間は40 分とする。 
・試験の満点は、100 点とする。 
・問題の数は、40 問程度とする。 
・内容は、最新の「観光白書」や新聞（一般紙）に掲載された時事問題をベースに出題する。 
（２）合否判定 
・合否判定は、原則として60 点を合格基準点として行う。 
 
VI．口述試験について 
（１）試験方法 

・試験は、総合的な外国語の能力並びに日本地理、日本歴史及び一般常識に係る正確な知識を活用して行われ
る、通訳案内の現場で必要とされるコミュニケーションを図るための実践的な能力について判定するものとする。 
・試験を受けることができる外国語は、受験者が筆記試験において選択したものと同一のものとする。 

・試験は、日本の観光地等に関連する地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄のう
ち、外国人観光旅客の関心の強いものを題材として、受験者に通訳案内の業務を擬似的に行わせることにより
実施するものとする。 
・試験時間は、10 分程度とする。 

・終了者からの問題の漏洩を避けるため、当該時間帯の間、終了者を未受験者と別の部屋に待機させ、通信機
器を預かる等の措置を取るとともに、時間帯によって大きな差が出ないように質問内容のレベルを合わせるな
ど、受験者間で不公平が生じないような方法とする。 
（２）合否判定 

・合否判定に当たっては、試験官ごとに基準が大きく異なることがないよう、あらかじめ以下の評価項目ごとに、
具体的な評価基準を設定しておくものとする。合否判定は、原則として６割を合格基準点とし、当該合格基準点に
達しているか否かを判定することにより行う。 
評価項目 
・プレゼンテーション 
・コミュニケーション（臨機応変な対応力、会話継続への意欲等） 
・文法及び語彙 
・発音及び発声 
 

通訳案内士法（昭和24年制定、平成18年改定施行）には、通訳案内士の業務、資格、登録、罰則、禁止行為、
心得などが定められている。 

 

第2条 通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内（外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をする
ことをいう。）を行うことを業とする。 

第3条 通訳案内士試験に合格した者は、通訳案内士となる資格を有する。 

 

第18条「通訳案内士となる資格を有する者が通訳案内士となるには、通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、
住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。」 

 

第29条 通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならな
い。その業務を行っている間は、登録証を携帯し、国若しくは地方公共団体の職員又は通訳案内を受ける者の
請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 

第30条 通訳案内士は、前条に規定するもののほか、通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしては
ならない。 

一、通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあっせんについて、販売業者その他の関係者に対し
金品を要求すること。 

二、通訳案内を受けることを強要すること。 

 

三、登録証を他人に貸与すること。 

第40条 通訳案内士でない者は、通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。この規則に違反し
た者は、50万円以下の罰金に処する。 

◆通訳案内士とは 
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項目 新ガイドライン 旧ガイドライン 

Ⅰ.試験全
体につい
て 

（２）試
験 

方法 

・日本地理、日本歴史及び一般常識に
ついての筆記試験（以下「日本地理等
筆記試験」という。）は、日本の観光
地等に関連する地理、歴史並びに産業、
経済、政治及び文化についての主要な
事柄（日本と世界との関わりを含
む。）のうち、外国人観光旅客の関心
の強いものについての基礎的な知識を
問うものとする。 

・日本地理、日本歴史及び一般常識につ
いての筆記試験（ 以下「日本地理等筆記
試験」という。） は、日本の地理、歴史
並びに産業、経済、政治及び文化につい
ての主要な事柄（ 日本と世界との関わり
を含む。） のうち、外国人観光旅客の関
心の強いものについての知識を問うもの
とする。 

・口述試験は、日本の観光地等に関連
する地理、歴史並びに産業、経済、政
治及び文化についての主要な事柄のう
ち、外国人観光旅客の関心の強いもの
を題材として、受験者に通訳案内の業
務を擬似的に行わせることにより実施
するものとする。 

・口述試験は、総合的な外国語の能力並
びに日本地理、日本歴史及び一般常識に
係る正確な知識を活用して行われる、通
訳案内の現場で必要とされるコミュニ
ケーションを図るための実践的な能力に
ついて判定するものとする。 

（４）合
否 

判定 

・実際の平均点が、合格基準点から著
しく乖離した科目については、当該科
目の試験委員と試験実施事務局から構
成される検討会を開催する。その結果、
必要があると判断された場合には、合
格基準の事後的な調整を行う。この調
整は、平均点の乖離度及び得点分布を
考慮して行う。 

・実際の平均点が、目標とする平均点か
ら著しく乖離した科目については、当該
科目の試験委員と試験実施事務局から構
成される検討会を開催する。その結果、
必要があると判断された場合には、合格
基準の事後的な調整を行う。この調整は、
平均点の乖離度及び得点分布を考慮して
行う。 

Ⅱ.外国語
筆記試験
について 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（１）試
験 

方法 

・試験の満点は、100 点とする。 ・毎年の出題レベルをできる限り同じに
するため、満点を100 点とし、平均点が
60 点程度となるような出題に努める。 

・出題は概ね、外国語文の読解問題２
題（配点25点程度）、外国語文和訳問
題１題（15点程度）、和文外国語訳問
題１題（30点程度）、外国語による説
明（あるテーマ、用語 

等について外国語で説明する）問題１
題（30 点程度）を基準とする。 

・出題は概ね、外国語文の読解問題２ 題
（ 配点35 点程度）、外国語文和訳問題
１ 題（ 15点程度）、和文外国語訳問題
１ 題（ 15 点程度）、外国語による説明
（ あるテーマ、用語等について外国語で
説明する） 問題１ 題（ 20 点程度）、単
語外国語訳問題１ 題（ 15 点程度） を基
準とする。 

・言語によっては、完全な多肢選択式
（マークシート方式）または、多肢選
択式及び記述式の組み合わせによる出
題とする。後者の場合、和文外国語訳
問題１題、外国語による説明問題１題
は記述式により出題するものとする。 

・言語によっては、多肢選択式（ マーク
シート方式） による出題を組み合わせる
こととする。この場合によっても、外国
語文和訳問題１題、和文外国語訳問題１
題、外国語による説明問題１題は記述式
により出題するものとする。 

（２）合
否 

判定 

・合否判定は、原則として70 点を合格
基準点として行う。 

・合否判定は、平均点が60 点程度となる
ことを前提に、概ね70 点を合格基準点と
して行う。 

Ⅲ．日
本地理
筆記試
験につ
いて 

（１）試
験 

方法 

・試験は、日本の観光地等に関連する
日本地理についての主要な事柄（日本
と世界との関わりを含む。）のうち、
外国人観光旅客の関心の強いものにつ
いての基礎的な知識を問うものとする。 

・試験は、日本の地理についての主要な
事柄（  日本と世界との関わりを含
む。） のうち外国人観光旅客の関心の
強いものについての知識を問うものとす
る。 

新旧対照表 
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IV．日本
歴史筆記
試験につ
いて 

（１）試
験方法 

  

・試験は、日本の観光地等に関連す
る日本歴史についての主要な事柄
（日本と世界との関わりを含む。）
のうち、外国人観光旅客の関心の強
いものについての基礎的な知識を問
うものとする。 

・試験は、日本の歴史についての主要な
事柄（  日本と世界との関わりを含
む。） のうち外国人観光旅客の関心の
強いものについての知識を問うものとす
る。 

・試験の満点は、100 点とする。 ・毎年の出題レベルをできる限り同じに
するため、満点を100 点とし、平均点が
60 点程度となるような出題に努める。 

・内容は、地図や写真を使った問題
を中心としたものとする。 

・内容は、高校の日本史Ｂ の教科書を
ベースとし、地図や写真を使った問題も
出題する。 

（２）合
否判定 

・合否判定は、原則として70 点を
合格基準点として行う。 

・合否判定は、平均点が60 点程度とな
ることを前提に、概ね60 点を合格基準
点として行う。 

V．一般
常識筆記
試験につ
いて 

（１）試
験方法 

・試験は、現代の日本の産業、経済、
政治及び文化についての主要な事柄
（日本と世界との関わりを含む。）
のうち、外国人観光旅客の関心の強
いものについての基礎的な知識を問
うものとする。 

・試験は、現代の日本の産業、経済、政
治及び文化についての主要な事柄（ 日
本と世界との関わりを含む。） のうち、
外国人観光旅客の関心の強いものについ
ての知識を問うものとする。 

・試験の満点は、100 点とする。 ・毎年の出題レベルをできる限り同じに
するため、満点を100 点とし、平均点が
60 点程度となるような出題に努める。 

・内容は、最新の「観光白書」や新
聞（一般紙）に掲載された時事問題
をベースに出題する。 

・内容は、高校の現代社会の教科書を
ベースにしつつ、新聞（ 一般紙） に掲
載されているような最近の時事問題や最
新の『観光白書』に掲載されているよう
な観光をめぐる主な動向を加味する。 

（２）合
否判定 

・合否判定は、原則として60 点を
合格基準点として行う。 

・合否判定は、平均点が60 点程度とな
ることを前提に、概ね60 点を合格基準
点として行う。 

VI．口述
試験につ
いて 

（１）試
験方法 

・試験は、日本の観光地等に関連す
る地理、歴史並びに産業、経済、政
治及び文化についての主要な事柄の
うち、外国人観光旅客の関心の強い
ものを題材として、受験者に通訳案
内の業務を擬似的に行わせることに
より実施するものとする。 

・試験は、総合的な外国語の能力並びに
日本地理、日本歴史及び一般常識に係る
正確な知識を活用して行われる、通訳案
内の現場で必要とされるコミュニケー
ションを図るための実践的な能力につい
て判定するものとする。 

・試験時間は、10 分程度とする。 ・試験時間は、８ 分程度とする。 
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通訳案内士試験の改善に関する意見書 

  

       ２０１４年11月6日 

 国土交通大臣 

太田昭宏殿 

請願代表者 協同組合全日本通訳案内士連盟 

理事長 松本美江 外14名 

      

             趣  旨 

2020年の東京オリンピックの開催に向けて、我が国の通訳案内業務のスキルアップが課題となっています。こ
の通訳案内業務を考える場合、最も大事なのはお客様である訪日外国人の満足度の高さです。来日中の貴重な
時間内で、通訳案内士を依頼するお客様の期待を裏切らないことです。その意味で、通訳案内士は国の知的財
産であり、優秀な通訳案内士を育てることは、他の観光先進国同様、歴史や文化を守る国として必須のことで
あります。 

  

我が国には、約60年にわたって実施されてきた通訳案内士試験制度があります。かつては、司法試験、公認会
計士試験と並び最も難しい国家試験とされ、合格率は5%以下でした。しかしながら、近年、度重なる制度改正
により、昨年度、受験者4,706人に対し、最終合格者は、1,201人で合格率は25.5%(英語30.9%)となり、大幅に
上昇しています。この結果、合格者であっても、「外国語がよく聞き取れない」、「観光事象を外国語でうま
く伝えられない」などの通訳案内士も生まれ、通訳案内士制度に対する信頼が失われかねない状況が生じてい
ます。 

  

また、ここ数年の一次試験の歴史・地理などの科目では、観光ガイドの現場で必要とされない細かい年代・地
名・人名・施設名などの暗記問題が多く出題される反面、東京・京都・奈良・大阪・富士山等の主要観光地に
ついての問題や、観光ガイドの基本となる建築・仏像・庭園・茶道・絵画・着物等の本質や理解力を試す問題
は、ほとんど出題されません。また、奇問・難問とも言える問題も受験生を悩ませます。 

  

このような問題では、通訳案内士試験を指導する学校がなく、受験環境の悪い地方の受験者や、ロシア語、中
国語、韓国語などの在住外国人の多くが十分な常識と日本語能力があるのに、1次試験を突破することが難しく
なっています。その結果、一部の地方都市や英語以外の言語で、通訳案内士不足の状況が生じています。こう
したアンバランスな状況を改善するため、通訳案内士試験制度の改革について、以下の提言をします。 

           

要 望 事 項 

  

1 通訳案内士試験の実施にあたっては、通訳ガイドに真に必要な能力を審査するよう、試験問題・制度を改正
してください。 

 昨年の試験問題について、参考資料を添付しますが、このような問題は、第１線で活躍する最も優秀な通訳
案内士でも、多くの方が答えられません。通訳案内士に真に必要とされることを出題してください。 

今年度から、ビジネス英語の検定であるTOEIC840点以上で英語の１次試験が免除となりました。かつては、
880点～890点以上が通訳案内士の暗黙の基準であったのに、著しく低い水準です。しかも、二次試験の面接試
験の合格率は、2012年87.3%、2013年73.7%と、極めて高く、来年の合格者の語学力について、大変不安があ
ります。 

こうした制度改革にあたっては、各通訳案内士団体にヒアリングを行うなど、実態にあった制度構築をお願
いします。 

  

2 通訳案内士試験の改善策について 

① 現在、語学・地理・歴史・一般常識の各科目の筆記試験の合格者は、翌年のみ受験免除とされていますが、
税理士試験のように、一度合格すれば、同じ科目を受けなくて良いようにすることにより、受験者の負担の軽
減を図ってください。 

② TOEICによる１次試験の免除は、880点に改正してください。 

③ ２次面接については、訪日外国人の期待を裏切らないレベルを合格水準としてください。また、二次面接
の日本人試験官は、通訳案内士、または、少なくとも通訳案内士の活動内容を十分に理解している人に限って
ください。 

  

参考資料1 意見書賛同団体名（全国通訳案内士団体１６団体） 

 全国通訳案内士団体１５団体（観光庁届け出団体）、それ以外の団体１ 

協同組合全日本通訳案内士連盟 NPO法人九州通訳・ガイド協会 NPO通訳ガイド＆コミュニケーション・ス
キル研究会 一般社団法人関西通訳・ガイド協会 中国語通訳案内士会  日本韓国語通訳案内士会  栃木
県通訳案内士協会 富士の国やまなし通訳案内士会  日本文化と歴史探訪会 日本通訳案内士研鑽会 NPO

日本文化体験交流塾    やまなし通訳ガイドの会 石川通訳案内士協会 岩手ひらいずみ通訳・ガイドの会 (以
上届け出順）長野県通訳ガイドネット  以上 計１５名 

連絡先 : 特定非営利活動法人日本文化体験交流塾(IJCEE)   理事長 米原亮三 

住所 東京都文京区小石川2-5-7 佐佐木ビルA棟4F 電話 03-3868-3260 Eメール info＠ijcee.com 
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2014年１次試験受験者の声 

■英語 

○ 模擬試験コースを受けて、ガイド試験の内容が把握

でき、安河内先生が私の弱点とその補強など、とても
丁寧に指導くださり、大変励みになりました。 
○ 模試の添削がとても丁寧で、コメントが役に立ち、

弱点を指摘して下さり、できるようになったら褒めても
らい嬉しかったです。 
○ 個々のレベルにあった参考文献を使い、勉強方法

を丁寧にアドバイスしてもらい、その通りに勉強したら
本当に模試の成績が上がっていきました。 

○演習問題の質が良く、分かりやすくためになりまし
た。先生の解説は勉強の助けになります。 
○ 英語で日本文化を知れて、英語を道具として使い、

日本を知ることは、効率の良い勉強法です。今後の英
語表現の参考になります。 

■歴史 

○ 沢田先生の授業はとてもわかりやすく、歴史に興味
が持てるようになりました。 
○ 日本史を身に着けることは、この塾に来て初めてに
近いので、毎日が新しい発見です。 
○ 先生がついでのように話して下さるエピソードやトリ

ビア的な知識がとっかかりになり、頭に入ったものもあ
ります。 
○ 覚えることが多いので、重要なポイントを示していた
だけたのが良かったです 
○ 先生の話がとても面白く、改めて歴史の魅力に気
付かされました。 

■地理 

○ 地理の資料はとてもわかりやすく、写真などもたくさ
ん載せてあるのでとても見やすかったです。 
○ 系統地理の講義はとても役立ちました。 

■一般常識 

○ 一般常識のクラスを途中から受講しましたが、内容

がとても濃く、参考になりました。テスト対策のためだ
けでなく、今後ガイドとして持つべき常識を学べまし
た。 
○ 資料だけでも貴重で分かりやすく、その上での解説
は役に立ちました。 
○ 先生の説明が良く、授業が分かりやすかったです。 
○ 問題のヤマの張り方を参考にしたいです。 

TOEIC講座、受講生から寄せられた声 

(E.Aさん) 

新井先生の講座のお陰でなんと！920点でした。自分

ひとりではあんなに沢山の問題を解くことはなかったと
思います。沢山の問題に慣れて特有の解き方のこつ
教えていただいた事が高得点に繋がりました。ガイド
試験の英語科目が免除になったので邦文科目にだけ
集中できました。ありがとうございました！二次試験も
頑張ります！ 

(W.Kさん) 

TOEIC の結果がきて、今までで一番いい、875点のスコ
アでした！リスニング460点、リーディング415点でし
た。嬉しいです。新井先生の講座を受講し、2回目の受
講で、200点もアップすることができました。いつも丁寧

なレッスンを、本当にありがとうございました。通訳案
内士の試験にもチャレンジしようと思います。 

(Y.Mさん) 

学生時代から遠ざかっていた英語の勉強ですが、転
職した会社でTOEICを半年に１回受けなくてはならず、

田中先生の授業に通い始めました。授業はとても丁寧
でわかりやすく、個人の質問にも的確に答えていただ
いたので、TOEICを受ける上でのコツはかなり身につい

たと思います。学生時代から苦手だった文法の整理も
１から行っていただきました。毎回配られる田中先生オ
リジナルのテキストもポイントを簡潔にまとめてあるの
で、テストギリギリまで毎日見返し、有効活用させてい
ただきました。また、単語テストを毎回行っていただく
ので、おろそかになりがちな単語の勉強を自然とする
ことができました。講座の前後でリスニングスコアが５
０点もUPすることができ、とても感謝しています。 

(A.Iさん) 

今までは独学でやっていたので色んな本を買ってやっ
てみたり、集中的にやるときと全くやらないときととに
かく右往左往してました。週に一回授業があると、意識
が低くなってきたときにまたモチベーションを上げること
が出来たのでとても良かったです。授業では解き方に
ついて教えて頂いたので勉強の仕方をつかめました。 

(Y.Jさん) 

学生の時から英語劣等生でした。そんな私でも田中先
生にお世話になり、スコアを１５５点上げる事が出来ま
した。とても丁寧に熱心に教えて下さいますので、英語
の苦手な方にこそ受講して頂きたいです。TOEICはや
れば出来る！ということを初めて実感しました。 
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月 1～3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

入会金 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

年会費 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 

NPO日本文化体験交流塾(IJCEE)の会員制度について 
 
：諸手続き及び会員の特典（入会手続き） 
 

正会員は、入会金5,000円、年会費は、10,000円ですが、4月以降は、以下の表のとおりです。 

ホームページ（ http://www.ijcee.jp/ijcee/npo-member-entry/ ）から、カードによる入金か、 

以下の口座にお支払いください。 

 

「楽天銀行サンバ支店」普通預金 口座番号7039937  

トクヒ)ニホンブンカタイケンコウリュウジュク 

  

 

 (会員の特典) 
① 正会員は、当交流塾の主催する日本文化や通訳案内士専門研修などの講座・セミナーなどの受講料の
20%を割引します。(受講料は、その都度、ウェブサイトに明記します) 
 
② 会員に対し、True Japan Tours (TJT)から通訳ガイド等の仕事の斡旋、紹介、提供を行います。 
 
③ 新規にご入会の方へは当交流塾が出版する書籍を入会特典として贈呈致します。別添の書籍一覧より 
5,000円以下(送料含む)の書籍をお選び下さい。 
 
④ TOEIC講座や通訳案内士試験対策講座、試験対策セミナーは、会員割引制度は有りませんが、これらの
受講生は、仕事の機会が少ないので、入会特典として10,000円以下(送料含む)の書籍を贈呈致します。 
次ページ以降の「出版書籍＆DVD一覧」より、お好きなものをお選び下さい。 
 
 
【NPO日本文化体験交流塾 IJCEE 連絡先】 
〒112-0002 東京都文京区2-5-7 佐佐木ビルA棟405 
メール：info@ijcee.com   電話：03-3868-3260   FAX：03-3830-0452   
ホームページ：www.ijcee.jp もしくは www.ijcee .com 
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本の名称 内容紹介 
テキスト 

の価格 

DVD受講
の価格 

ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
カ
ル
チ
ャ
ー 

シ
リ
ー
ズⅠ

～Ⅲ

テ
キ
ス
ト
は 

セ
ッ
ト
価
格
六
六
〇
〇
円
で
す
。 

Japanese CultureⅠ 

｢Basic」 

日本文化紹介の基本書 

西洋と日本の比較から、古代・中世・近
世・現代の日本文化の 

特色を体系的に英語で解説。 

①スライドのカラー印刷 (A4)50頁、 

②スライド・データのDVD 

③英語のシナリオ  

以上3点の内容になっています。 

3.800円 
1,200
円 

Japanese Culture Ⅱ 

「Art」 

国際比較による 

日本美術の紹介 

絵巻物、画家の動く視点、物語性、しだれ、
浮世絵、磁器等、日本美術の特徴を西洋と
の対比で説明します。 

①スライドのカラー印刷 A4版に2画面 
58頁 

②スライド・データのDVD  

③ 英文シナリオ A4版 20頁  

以上3点の内容になっています。 

テキスト＋ 

浮世絵発表
資料 

2,800円 

1,200
円 

Japanese Culture Ⅲ 

｢Food｣ 

世界4大料理の比較/ 

日本料理の魅力 

「フランスのコース料理と日本の懐石料理
の比較」、 

「世界4大料理の説明」の2つのプレゼン
内容がセットになっています。 

①プレゼンテーション1のカラー印刷 
A4版 16頁 

②プレゼンテーション2のカラー印刷 
A4版 48頁 

③スライド・データのDVD ④英文シナ
リオ A4版16頁  

⑤日本語解説資料「世界４大料理のポイ
ント」全16頁 

⑥日本語解説資料「日本料理の歴史概
観」 A3版 

以上6点の内容になっています。 

2,800円 
1,200
円 

NPO日本文化体験交流塾(IJCEE) 
出版書籍&DVD一覧 

◆書籍(DVD)の販売方法 （消費税込の価格です。※一般書店では、販売しておりません） 
① IJCEEホームページ（http://www.ijcee.jp/）又は、FAX にて、氏名・住所を記載して、お申込みください。

FAX ：03-3830-0452  Mail：info@ijcee.com 

② カード又は銀行による入金を確認後、1週間以内に発送いたします。以下の口座にお支払いください。 

●「楽天銀行 サンバ支店」普通預金 口座番号7039937 

③ 配送をご希望の場合は、送料400円がかかります。2冊以上ご購入された場合、送料は無料になります。 

 

【NPO日本文化体験交流塾 IJCEE 連絡先】 
〒112-0002 東京都文京区2-5-7 佐佐木ビルA棟405 
メール：info@ijcee.com   電話：03-3868-3260   FAX：03-3830-0452   
ホームページ：www.ijcee.jp もしくは www.ijcee .com 

書籍一覧 
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本の名称 価格 
セット販売 

日本人より日本に精
通している 

Ash先生の「英語で
学ぶ日本文化」  

(再現)シリーズ（小
冊子＋CD） 

  

◎小冊子とＣＤ２枚による 

録音教材のセットです。 

◎英語による日本文化紹介用
の基本テキスト 

◎通訳ガイドに必要な様々な
日本の文化・社会・事象につ
いての知識・表現が豊富に盛
り込まれています。 

  

※冊子のみの場合は540円 

個別販売 

日本人の美意識 1,512円 

<Aセット> 

4冊で4,600円 

禅と日本文化 1,512円 

茶道 1,512円 

相撲 1,512円 

日本人の自然観 1,512円 

<Bセット> 

4冊4,600円 

日本の詩歌 1,512円 

日本酒 1,512円 

武士道 1,512円 

江戸時代 1,512円 

キリスト教 1,512円 

ライブ映像による再現シリーズ開始 

DVDと使用するカラー印刷のスライド 

「禅と日本文化」「日本人の自然観」等順次発行 

2,800円 

 

着物着付け簡単ガイ
ド 

（DVD付） 

着物着付け研修のテキストです。 

1.長襦袢と着物   

2.名古屋帯   

3.浴衣の着付け  

4.IJCEE着付け研修DVD（名古屋帯・袋帯） 

会員 

2,400円 

一般 

3,000円 

金沢･高山･白川郷研
修資料集 

①True Guide ハンドブック(金沢・高山・白川郷編)   

IJCEE会員からのおすすめ情報54施設を飲食編・施設編等に分類しました。
(A5カラー64ページ) 

②金沢・高山・長野基本資料 

各HP等から必要情報を編集しました(A4カラー68ページ) 

以上2点の冊子をセット販売いたします。 

3,900円 

江戸を英語でプレゼ
ンテーション 

(カラースライド集、
英文テキスト) 

外国人に対して、江
戸・東京の文化紹介を
より良く行えるように、
江戸博元教授の小澤弘
先生が10回の講座を行
い、7回にまとめ、通訳
案内士である江戸博研
究会メンバーは、これ
をもとにモデルガイ
ディングの発表会を開
催しました。当書籍は、
発表のスライド集と英
文テキストを合わせて
販売しています。 

7冊セット
価格 

4,600円 

(送料別) 

DVD付き 

①江戸の賑わい 1,100円 

②江戸の娯楽と芸能 1,100円 

③江戸の食文化 1,100円 

④徳川将軍と大名・旗本御家人 1,100円 

⑤江戸の宗教 神社・仏閣 1,100円 

⑥江戸から東京への都市づくり 1,100円 

⑦江戸の町民の暮らし 1,100円 
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書籍一覧 
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講座の名称 内容紹介 会員価格 
非会員価

格 

国際観光 

ガイドの為の 

江戸・東京研修 

(全10回) 

  

元江戸博都市歴史研究
室長・教授であり、江戸
研究の第一人者である小
澤弘先生の、江戸・東京
に関する知識をスライド
も交えてビジュアル的に
解説した講義を収録した
DVDです。以下2点セット。 

 

①授業を撮影した映像
DVD 

②講座で使用した配布テ
キスト 

第1回 徳川将軍家と大名・旗本御家人 2,800円 3,500円 

第2回 江戸の都市づくり 2,800円 3,500円 

第3回 江戸の宗教～神社仏閣～ 2,800円 3,500円 

第4回 江戸の賑わい 2,800円 3,500円 

第5回 江戸の娯楽と芸能 2,800円 3,500円 

第6回 江戸の食文化 2,800円 3,500円 

第7回 江戸の浮世絵と出版文化 2,800円 3,500円 

第8回 浮世絵の黄金期とジャポニズム 2,800円 3,500円 

第9回 江戸町人の暮らし 2,800円 3,500円 

第10回 江戸の商いとモノづくり 2,800円 3,500円 

水野聡先生の 

「茶の湯 

文化史入門」 

(全3回) 

日本の中世の精神文化に
通じ、 

古典翻訳家でもある水野
聡先生による茶の湯の概
要、文化史のわかりやす
い解説のDVD講座です。
以下2点セット。 

 

①授業を撮影した映像
DVD 

②講座で使用した資料 

第1回 茶の湯のはじまり 2,800円 3,500円 

第2回 珠光・紹鴎・利休の茶 2,800円 3,500円 

第3回 唐物道具･侘び道具･草庵小座敷 2,800円 3,500円 

ゼネラル 

トピック演習 

「伝統文化に 

関する話題」 

季節の変化のある日本の自然と、それを愛する日本人の文化について、
当交流塾きってのカリスマガイドである山口和加子先生の英語スピー
チによって学習します。パワーポイントの写真スライドを活用して、
山口和加子先生の英語スピーチからプレゼンテーション技術を学びま
す。 

2,800円 3,500円 

講座の名称 内容紹介 価格 

浅見ベートーベン先生の
TOEIC講座・中級 

TOEIC教育の第一人者として、ビジネス英語
教育の多くのキャリア・著書を持つ浅見先
生による講義のDVD受講です。講座を通し
てTOEIC のスコアアップ･ビジネス英語の
基本を習得できます。(DVD･資料付き) 

中級講座 全12回 48,000円 

DVD講座一覧 
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