通訳案内士試験対策
＜日本地理予想問題＞（最重要事項のまとめ）
（暗記用チェックシート（赤）を利用すると便利です）
●日本の世界遺産
2013 年 6 月に、（富士山―信仰の対象と芸術の源泉）、2014 年 6 月に、（富岡製糸場と絹産業遺
産群）、2015 年 7 月に、（明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業）が登録された
ので、本年は、日本の世界遺産が出題される可能性は極めて高いと思われる。
【世界遺産とは】
世界遺産とは、1972 年の(ユネスコ(UNESCO) )総会で採択された(「世界の文化遺産及び自然遺
産の保護に関する条約」（世界遺産条約）)に基づいて世界遺産リストに登録された、遺跡、景観、
自然など、人類が共有すべき「顕著な普遍的価値」をもつ物件のことで、移動が不可能な不動産
やそれに準ずるものが対象となっている。
日本国内では、文化遺産（15 件）、自然遺産（4 件）の合計（19 件）が登録されている。(2015 年 8
現在）
【文化遺産】（計 15 件）
(1)法隆寺地域の仏教建造物（1993 年 12 月登録）
(2)姫路城（1993 年 12 月登録）
(3)古都京都の文化財（1994 年 12 月登録）
(4)白川郷・五箇山の合掌造り集落（1995 年 12 月登録）
(5)原爆ドーム（1996 年 12 月登録）
(6)厳島神社（1996 年 12 月登録）
(7)古都奈良の文化財（1998 年 12 月登録）
(8)日光の社寺（1999 年 12 月登録）
(9)琉球王国のグスク及び関連遺産群（2000 年 12 月登録）
(10)紀伊山地の霊場と参詣道（2004 年 7 月登録）
(11)石見銀山遺跡とその文化的景観（2007 年 6 月登録）
(12)平泉－仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群(2011 年 6 月登録)
(←2012 年度出題)
(13)（富士山―信仰の対象と芸術の源泉)（2013 年 6 月登録）
(14)（富岡製糸場と絹産業遺産群)（2014 年 6 月登録）
(15)（明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業)（2015 年 7 月登録）
【自然遺産】（計 4 件）
(1)屋久島（1993 年 12 月登録）
(2)白神山地（1993 年 12 月登録）
(3)知床（2005 年 7 月登録）
(4)小笠原諸島（2011 年 6 月登録）

【世界遺産暫定リスト掲載物件】(2015 年 8 月現在）
日本政府は登録の前提となる暫定リストに( 10 件 )（文化遺産のみ）を掲載している。
【文化遺産】
(1)武家の古都・鎌倉（1992 年 10 月掲載）
(2)彦根城（1992 年 10 月掲載）
(3)長崎の教会群とキリスト教関連遺産（2007 年 1 月掲載）
(4)飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群（2007 年 1 月掲載）
(5)国立西洋美術館本館（2007 年 9 月掲載）
(6)北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群（2009 年 1 月掲
載）
(7)宗像・沖ノ島と関連遺産群（2009 年 1 月掲載）
(8)百舌鳥・古市古墳群（2010 年 11 月掲載）
(9)金を中心とする佐渡鉱山の遺産群（2010 年 11 月掲載）
(10)平泉―仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―（拡張）
●国立公園
国立公園とは、（自然公園法）に基づき、日本を代表する自然の風景地を保護し利用の促進を図
る目的で、（環境大臣）が指定する（自然公園）のひとつである。2015 年 8 月現在、（32）の国立公
園が指定されている。
近年、2015 年 3 月に指定された（妙高戸隠連山）国立公園、2014 年に指定された（慶良間諸島
（けらましょとう））国立公園、2013 年に指定された（三陸復興）国立公園は出題されやすいので特
に注意が必要である。
＜北海道＞
・（阿寒）国立公園
・（大雪山）国立公園
・（支笏洞爺）国立公園
・（知床）国立公園
・（利尻礼文サロベツ）国立公園
・（釧路湿原）国立公園
＜東北＞
・（十和田八幡平）国立公園
・（磐梯朝日）国立公園
・（三陸復興）国立公園（2013 年 5 月指定）
＜関東＞
・（日光）国立公園
・（富士箱根伊豆）国立公園
・（秩父多摩甲斐）国立公園

・（南アルプス）国立公園
・（小笠原）国立公園
・（尾瀬）国立公園
＜中部＞
・（中部山岳）国立公園
・（伊勢志摩）国立公園
・（上信越高原）国立公園
・（白山）国立公園
・（妙高戸隠連山）国立公園（2015 年 3 月指定）
＜近畿＞
・（吉野熊野）国立公園
・（山陰海岸）国立公園
＜中国四国＞
・（大山隠岐）国立公園
・（足摺宇和海）国立公園
＜九州＞
・（雲仙天草）国立公園
・（霧島錦江湾）国立公園
・（阿蘇くじゅう）国立公園
・（西海）国立公園
・（西表石垣）国立公園
・（屋久島）国立公園
・（慶良間諸島）国立公園（2014 年 3 月指定）
＜近畿、中国四国、九州＞
・（瀬戸内海）国立公園
＜特に重要な国立公園 13＞（過去 3 回以上出題されたもの）
・（阿寒）国立公園：屈斜路湖、川湯温泉、摩周湖、霧、高い透明度、阿寒湖、特別天然記念物マ
リモ
・（支笏洞爺）国立公園：支笏湖、洞爺湖、倶多楽湖、羊蹄山、昭和新山、登別温泉、定山渓温泉
・（釧路湿原）国立公園：日本最大の湿原、特別天然記念物タンチョウ
・（大雪山）国立公園：大雪山、層雲峡
・（磐梯朝日）国立公園：出羽三山、朝日岳、飯豊山、吾妻山、磐梯山、猪苗代湖、檜原湖
・（三陸復興）国立公園（旧・陸中海岸国立公園）：隆起海岸、断崖、海食景観、わが国を代表する
リアス式海岸

・（日光）国立公園：男体山［二荒山］、中禅寺湖、華厳滝、東照宮、二荒山神社
・（中部山岳）国立公園：北アルプス［飛騨山脈］、立山連峰、上高地、黒部峡谷、宇奈月温泉
・（吉野熊野）国立公園：瀞峡［瀞八丁］、大台ヶ原山、大峰山、吉野山、潮岬、那智滝、熊野川
・（大山隠岐）国立公園：大山［伯耆富士］、蒜山、ジャージー牛、三瓶山、隠岐諸島、島根半島
・（足摺宇和海）国立公園：足摺岬、竜串海岸
・（阿蘇くじゅう）国立公園：阿蘇山、世界最大級のカルデラ、九重山、久住高原、鶴見岳、由布院
温泉
・（瀬戸内海）国立公園：六甲山、淡路島、宮島、厳島神社、芸予諸島、小豆島寒霞渓、屋島、
鳴門海峡、関門海峡、国東半島、両子山、高崎山、ニホンザル
●重要データ
・日本の大まかな位置：北緯（20 度～45 度）、東経（123 度～154 度）
・日本の最北端：（宗谷岬）（北海道）
・日本の最南端：（沖ﾉ鳥島）（東京都）
・日本の最東端：（南鳥島）（東京都）
・日本の最西端：（与那国島）（沖縄県）
・国土の面積：（約 37 万 8 千平方キロメートル）
・国土を構成する島の数：（6,852）
・東経 135 度が通る都市：（兵庫県明石市）
・東経 140 度・北緯 40 度：（秋田県大潟村）
・東京の年平均気温：（15.9℃）
・東京の年間降水量：（1466.7mm）
・年平均気温 18℃台の都市：（鹿児島）
・9 月の降水量が 400mm 台の都市：（高知）
・年平均気温 20℃台の都市：（那覇、奄美）
・一日の最高気温：（41.0℃）（2013 年 8 月 12 日：高知県四万十市）
●気象用語
・（フェーン現象）：山地から吹き下ろす高温で乾燥した風。日本では夏の日本海側に典型的に見
られる。
・（やませ）：初夏の頃に東北地方太平洋側に吹く冷涼湿潤な北東風。オホーツク気団と寒流の千
島海流が原因で、しばしば冷害をもたらす。
・（夏日）：一日の最高気温が 25℃以上の日。
・（真夏日）：一日の最高気温が 30℃以上の日。
・（猛暑日）：一日の最高気温が 35℃以上の日。
・（熱帯夜）：最低気温が 25℃より下がらない夜。
・（冬日）：一日の最低気温が 0℃未満の日。
・（真冬日）：一日の最高気温が 0℃未満の日。

●地理・地形用語
・（環太平洋火山帯）：日本列島が属する太平洋の周囲を取り巻く火山帯のことで、火山列島や火
山群の総称。別名環太平洋造山帯とも言い、アルプス・ヒマラヤ造山帯とともに世界の 2 大造山
帯とも言われる。
・（プレート）日本列島は、次の四つのプレートの上に乗っている。①北米プレート②ユーラシアプ
レート③太平洋プレート④フィリピン海プレート
・（フォッサマグナ）：本州中央部を横断する大地溝帯。日本を地質構造上、東北日本と西南日本
に分ける。
・（大陸棚）：大陸周辺にある水深 200 メートル以内の浅い海底。
・（成層火山）：溶岩と砕屑物が何層にも堆積して形成され、円錐形の山体と広い裾野を持つ。【代
表例】富士山（静岡県・山梨県）。
・（カルデラ）：火山の中心部に形成された大規模な円形またはそれに近い凹地。【代表例】阿蘇
山（熊本県）。
・（溶岩ドーム）：溶岩の粘性が大きく、高さの割にすそ野の広がりが狭い。【代表例】大山（鳥取
県）、昭和新山（北海道）。
・（堰止め湖）：火山噴出物や山崩れなどにより、川が堰き止められて生じた湖。【代表例】中禅寺
湖（栃木県）、富士五湖（山梨県）
・（扇状地）：河川が山地から平地に流れ出す際、谷の出口を頂点に、河川が運んできた砂などが
扇形に堆積してできる地形。【代表例】甲府盆地（山梨県）。
・（カルスト地形）：石灰岩地域の溶食によってできた地形。【代表例】秋吉台・秋芳洞（山口県）。
・（関東ローム層）：関東に広く分布する火山灰が堆積した地層。
・（リアス式海岸）：山地の沈降により生じた鋸歯状の屈曲を持つ海岸。【代表例】三陸海岸南部、
志摩半島、若狭湾。
・（三角州）：河川が運んできた砂などが河口付近に堆積してできる地形。【代表例】太田川⇒広島
平野。
・（砂洲）：湾口に形成された砂礫の堆積による嘴状の地形が発達して対岸に達し、内に潟を抱く
ようになったもの。【代表例】天橋立（京都府）
・（砂嘴(さし)）：堆積した砂礫が海岸から沖へ細長く伸びた地形。先端が湾曲するかぎ状砂嘴と、
先が分かれた分岐砂嘴がある。【代表例】野付崎（北海道）
●注意すべき山・川・湖・島
・山の高さベスト３：①（富士山）（静岡県・山梨県） ②（北岳）（山梨県） ③（奥穂高岳）（長野県・
岐阜県）
・各地方最高峰：（旭岳）（北海道）、（燧ヶ岳）（福島県・東北地方）、（八剣山）［仏経ヶ岳］（奈良
県・近畿地方）、（大山）（鳥取県・中国地方）、（石鎚山）（愛媛県・四国地方）、（宮之浦岳）（鹿児
島県屋久島・九州地方）
・川の長さベスト３：①（信濃川） ②（利根川） ③（石狩川）
・川の流域面積ベスト３：①（利根川） ②（石狩川） ③（信濃川）
・日本三急流：（最上川）（山形県）、（富士川）（山梨県・静岡県）、（球磨川）（熊本県）
・湖の広さベスト３：①（琵琶湖）（滋賀県） ②（霞ヶ浦）（茨城県） ③（サロマ湖）（北海道）

・湖の深さベスト３：①（田沢湖）（秋田県） ②（支笏湖）（北海道） ③（十和田湖）（青森県・秋田県）
・島の大きさベスト３：①（沖縄島） ②（佐渡島） ③（奄美大島）（※主要 4 島及び北方領土を除く）
●観光地（過去 3 回以上出題されたもの）
・（層雲峡）（北海道）：大雪山の北東麓に位置するわが国屈指の大峡谷。高さ約 150m の柱状節
理の絶壁や奇岩怪石・滝が両岸に 24km 続く。
・（定山渓）（北海道）：札幌市の南西部、豊平川の上流に位置する温泉地。渓谷の両岸に旅館、
ホテルが立ち並ぶ。「札幌の奥座敷」。
・（函館）（北海道）：戊辰戦争の最後となる戦いでは、榎本武揚、土方歳三らがこの地の五稜郭に
立てこもって戦った。
・（平泉）（岩手県）：中央の貴族文化の地方に普及した典型例がこの地の中尊寺と毛越寺である。
ともに奥州藤原氏の栄華を今に伝える。
・（黒部峡谷）（富山県）：黒部川上･中部にある V 字谷。花崗岩の断崖で、谷壁の高さは数百メー
トルにもおよぶ日本一深い峡谷。
・（瀞(どろ)八丁）（和歌山県・三重県）：熊野川の支流北山川の渓谷。吉野熊野国立公園の一部
をなす。
・（松江）（島根県）：小京都の一つで、小泉八雲ゆかりの城下町でもある。宍道湖の夕景の美しさ
は絶景。
・（寒霞渓(かんかけい)）（香川県）：小豆島の内陸部にある瀬戸内有数の景勝地。山頂からは瀬
戸内海が一望でき、紅葉時はとりわけ美しい。
・（耶馬渓(やばけい)）（大分県）：溶岩台地が山国(やまくに)川(がわ)によって浸食された渓谷で、
岩石美・渓谷美が展開する。青の洞門、羅漢寺など見所も多い。
・（平戸）（長崎県）：1641 年出島に移転されるまでの 33 年間、オランダ商館がここに置かれた。
・（有田）（佐賀県）：良質の磁器の生産で有名な町。その大部分が伊万里港から出荷されたため
伊万里焼ともよばれるようになった。
・（虹の松原）（佐賀県）：日本三大松原の一つ。幅 600m、長さ 6km にわたって白砂青松が続く。
●小京都
・（弘前）（青森県）：「津軽の小京都」。津軽リンゴとねぷた祭で有名。百石町・代官町・蔵主町とい
った当時をしのばせる町名が残る。
・（角館(かくのだて)）（秋田県）：「みちのくの小京都」。武家屋敷の姿を最もよく残す町といわれ、
城下町は北に内町（武家町）、南に外町（町人町）、中央部に火除けと整然と区分けされている。
・（高山）（岐阜県）：「飛騨の小京都」。代官の居所であった陣屋跡や古い町並みがそっくり残る。
春秋 2 回の高山祭でも有名。
・（金沢）（石川県）：前田家百万石の財力が築き上げた文化都市。今も町には当時を偲ばせる風
情が残り、兼六園や武家屋敷など見所多数。加賀友禅、金沢漆器、九谷焼など伝統工芸の宝
庫でもある。
・（尾道）（広島県）：背後の山が海の近くまで迫り、坂道が続く落ちついた城下町。「しまなみ海道」
の本州側の玄関都市。
・（津和野）（島根県）：「山陰の小京都」。津和野川に沿って山に囲まれた静かな城下町。津和野

城跡や森鴎外、西周の旧居がある。
・（萩）（山口県）：毛利氏の城下町として栄えた武家屋敷が残る史跡の町。吉田松陰など明治維
新の志士を多く輩出した町としても知られる。
●温泉（過去 3 回以上出題されたもの）
・（登別温泉）（北海道）：倶多楽(くったら)湖の西岸にある北海道を代表する一大歓楽温泉。11 種
類の泉質は世界的にも珍しく「温泉のデパート」ともいわれる。
・（酸ヶ湯(すかゆ)）温泉（青森県）：八甲田山の山腹 900m の高原に開けた温泉。昔ながらの湯治
場の雰囲気が残り、総ヒバ造りの「混浴千人風呂」と、地中から吹き出す蒸気で体を温める「まん
じゅうふかし」が名物。
・（東山温泉）（福島県）：会津若松市郊外、湯川に沿った山あいの温泉。鶴ヶ城・会津武家屋敷・
飯盛山などの観光名所にも近い。「会津の奥座敷」。
・（和倉温泉）（石川県）：七尾湾に臨む能登最大の温泉地。歴史も古く、今年で開湯 1200 年を迎
えた。
・（加賀温泉郷）（石川県）：文化の香り高い北陸の地にあって、山中・山代・片山津・粟津の 4 つの
温泉からなる温泉郷。
・（有馬温泉）(兵庫県)：有馬温泉は、日本書紀や古事記などにも記された古くからの温泉で、「白
浜温泉」「道後温泉」とともに「日本三古泉」の一つ。「草津温泉」「下呂温泉」とともに「日本三名
泉」の一つ。
・（白浜温泉）（和歌山県）：「日本三古湯」の一つ。円月島や千畳敷・三段壁などの奇勝にも恵ま
れる。
・（三朝(みささ)）温泉（鳥取県）：ラジウム含有量日本一の温泉。院政期文化で名高い三(さん)仏
寺(ぶつじ)投入堂(なげいれどう)も三朝町にある。
・（別府温泉郷）（大分県）：「八湯」と呼ばれる 8 つの温泉からなるわが国を代表する温泉郷。湧出
量（毎分約 95000 ㍑で世界第 2 位）、泉質数（10 種で日本第 2 位）、源泉数（約 2850 本で日本
一）といずれも日本最大級。温泉の噴出口は「地獄」と形容され、「地獄めぐり」もできる。
・（指宿(いぶすき)）温泉（鹿児島県）：本土最南端の温泉で、海岸４km にわたって湧出。源泉数
815 は全国第 3 位。名物は摺ヶ浜(すりがはま)の「砂蒸し風呂」。
●重要な名数
・日本三景：（松島）（宮城県）、（天橋立）（京都府）、（厳島）（安芸の宮島）（広島県）
・日本三名園：（偕楽園）（茨城県）、（兼六園）（石川県）、（後楽園）（岡山県）
・日本三名山：（富士山）（静岡県・山梨県）、（立山）（富山県）、（白山）（石川県）
・大和三山：（耳成山・畝傍山・天香具山）
・出羽三山：（月山・羽黒山・湯殿山）
・日光三山：（男体山・女峰山・太郎山）
・三大清流：（柿田川、長良川、四万十川）
・三大瀑布・三名瀑：（華厳の滝）（栃木県）、（袋田の滝）（茨城県）、（那智の滝）（和歌山県）
・日本三急流：（最上川）（山形県）、（富士川）（山梨県・静岡県）、（球磨川）（熊本県）
・三大松原：（三保の松原）（静岡県静岡市）、（虹ノ松原）（佐賀県唐津市）、（気比松原）（福井県

敦賀市）
・三大湖：（琵琶湖）（滋賀県）、（霞ヶ浦）（茨城県）、（サロマ湖）（北海道）
・三大祭：（祇園祭）（京都府、八坂神社）、（天神祭）（大阪府、大阪天満宮）、（神田祭）（東京都、
神田明神）
・京都三大祭：（葵祭）（5 月）、（祇園祭）（7 月）、（時代祭）（10 月）
・三大盆踊り：（西馬音内の盆踊り）（秋田県羽後町）、（郡上おどり）（岐阜県郡上市八幡町）、（阿
波踊り）（徳島県）
・東北４大夏祭：（仙台七夕まつり）（仙台市）、（青森ねぶた祭）（青森市）、（秋田竿燈まつり）（秋
田市）、（花笠まつり）（山形市）
・四大工業地帯：（京浜工業地帯・中京工業地帯・阪神工業地帯・北九州工業地帯）
・富士五湖：（山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖）
・五街道：（東海道、中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道）
・鎌倉五山：（「建長寺」「円覚寺」「寿福寺」「浄智寺」「浄妙寺」）（覚え方：見学自由な珍妙な寺）
・京都五山：（「南禅寺」「天竜寺（右京区）」「相国寺（上京区）」「建仁寺（東山区）」「東福寺」「万寿
寺」）（覚え方：なんてそっけない豆腐まんじゅう）
●焼き物
・（益子焼）（栃木県）
・（越前焼）（福井県）
・（九谷焼）（石川県）
・（瀬戸焼）（愛知県）
・（美濃焼）（岐阜県）
・（信楽焼）（滋賀県）
・（備前焼）（岡山県）
・（萩焼）（山口県）
・（有田焼）（佐賀県）
・（伊万里焼）（佐賀県）
・（唐津焼）（佐賀県）
・（壷屋焼）（沖縄県）
●重要な国際条約
・（ワシントン条約）：絶滅に瀕した野生動植物の取引を規制
・（バーゼル条約）：有害廃棄物の国際移動を規制
・（生物多様性条約）：生物多様性の保全
・（気候変動枠組み条約）：温室効果ガス濃度の安定化
・（ラムサール条約）：渡り鳥の生息地など重要な湿地を保護
●ラムサール条約登録地(重要なもの)
・（釧路湿原）（北海道）
・（クッチャロ湖）（北海道）

・（サロベツ原野）（北海道）
・（阿寒湖）（北海道）
・（風連湖･春国岱(しゅんくにたい)）（北海道）
・（野付半島・野付湾）（北海道）
・（尾瀬）（福島県･群馬県･新潟県）
・（琵琶湖）（滋賀県）
・（三方五湖）（福井県）
・（中海）（鳥取県･島根県）
・（宍道湖）（島根県）
・（秋吉台地下水系）（山口県）

●地図記号
・過去 4 年間に問われた地図記号および選択肢
2011 年
2012 年
2013 年
2014 年

市役所
寺
畑（ｺﾝﾆｬｸ）
水田
公園

警察署
博物館
茶
畑
墓地

裁判所
神社
稲
果樹園
記念碑

税務署
教会
果樹園（リンゴ）
桑畑
観光案内所

・覚えておくべき＜地図記号＞

教会

