
ページ 行数 誤 正

18 年表『中期』代表的な遺跡3行目 火焔土器 火焔型土器

18 年表『中期』代表的な遺跡4行目 柵畑遺跡 棚畑遺跡

22 年表『57年』できごと2行目 漢倭奴国王 漢委奴国王

22、24
22.年表『代表的な遺跡』8行目

24.本文下から2行目
神原神社遺跡 神原神社古墳

26、28、29

26.年表『3世紀後半』の２か所

28.年表『前期』

29.チェックテスト問2　選択肢①

箸墓古墳・大阪府 箸墓古墳・奈良県

27、29 27.本文11行目、29.問3 問題文下から2行目 中国・宗 中国・宋

37、293、

別冊3

37.本文1行目、チェックテスト問2　解答解説

293.問題7　問題文と説明文

別冊3.本文7行目

盧遮那仏 廬舎那仏

57 図『1550年代の戦国大名の勢力範囲』 徳川 今川

57、63
57.本文下から9行目

63.チェックテスト問１　解答解説
禄高制度 貫高制度

61 本文４行目 1582年には長篠の戦いで 1575年の長篠の戦いと1582年の天目山の戦いで

68 本文8行目 キリシタン大名・有馬重信 キリシタン大名・有馬晴信

68 本文下から４行目 「和蘭陀風説書」 「阿蘭陀風説書」

69 図『江戸時代の五街道』 甲州道中、奥州道中、日光道中 甲州街道、奥州街道、日光街道

69 本文9行目 中山道（下諏訪～京都） 中山道（江戸～京都）

69,195
69.ページ下左写真の赤文字

195.重要ポイントの2行目
金毘羅宮、金比羅宮 金刀比羅宮

70、75、

130、136、

192、別冊13

70.図『江戸時代の海路』

75.図『全国の藩政改革』

130.重要ポイント1行目

136.チェックテスト問1　選択肢①

192.本文25行目、別冊13.9.元禄文化 2行目

大阪 大坂

70 図『江戸時代の海路』 南航路（江戸～大坂） 南海路（江戸～大坂）

72 チェックテスト問１　選択肢④ 寺社－寺社法度 寺院－寺院法度

72 チェックテスト問３　選択肢③ 中山道－下諏訪~京都 中山道－江戸~京都

74 表『享保の改革の主な内容』表の2つ目 足高（ルビ・あしだか） 足高（ルビ・たしだか）

75 図『全国の藩政改革』 長州藩種 長州藩主

75 表『寛政の改革の主な内容』の「囲米の制」の説明文 基金 飢饉

79 表『安政の大獄の主な処罰者』の「公卿」の人物名 鷹司輔熙（ルビ・たすけひろ）、三条実万（さねつね） 鷹司輔熙（ルビ・すけひろ）、三条実万（さねつむ）

83 図『戊辰戦争』 宮子 宮古

84、87、

別冊8

84.本文3行目と本文下から6行目（写真ヨコ）

87.本文　下から7行目
木戸孝充 木戸孝允

85 図『明治時代の主な官営工場・鉱山と鉄道』 森岡 盛岡

88 表『主な不平士族の乱』「神風連」の説明文 新政府の開明政策 新政府の開化政策

88 表『主な不平士族の乱』「秋月の乱」の説明文 旧秋月藩士の宮崎車之介らが、 旧秋月藩士の宮崎車之助らが、

89、別冊8 表『第一次伊藤内閣の国務大臣（発足時）』 谷千城 谷干城

98 表『代表的な仏像』の「乾漆像」 鑑真和上像（唐招提寺・日本初の本格的な肖像彫刻） 鑑真和上坐像（唐招提寺・日本最古の肖像彫刻）

98 表『代表的な仏像』の「塑像」 日光・月光菩薩像（東大寺法華堂） 日光・月光菩薩立像（東大寺法華堂）

99 本文３行目 天武天皇 元明天皇

100 年表『9世紀』 十一面観世音 十一面観音像

100,101 ページ下の写真 金剛峯寺（根本大塔） 金剛峯寺（西塔）

110 本文2行目 伴大納言絵巻（ルビ・えことば） 伴大納言絵巻（ルビ・えまき）

112、115、

別冊11

112.年表『1309年』

115.本文13行目

115.ページ中ほど写真下の赤文字

別冊11.6.鎌倉文化 13行目

春日権現絵巻 春日権現験記絵巻

121,122
121.本文下から8行目

122.表『主な文学作品』「増鏡」の作者
三条良基 二条良基

127 本文下から10行目 大徳寺 大覚寺

129 チェックテスト問2　選択肢③ 高尾観楓図屏風 高雄観楓図屛風

146、別冊15 表『主な文学作品』ロマン主義の説明文 徳富蘆花 徳冨蘆花

150 地図 対島海流 対馬海流

153 +α日本の大きな湖ベスト３ 3位サロマ湖（北海道）約151km2 3位サロマ湖（北海道）約152km2

『全国通訳案内士試験［地理・歴史・一般常識］合格テキスト＆問題集』
お詫びと訂正

　　　　　　本書で記載されている内容に誤りがありました。 読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを
　　　　深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

【初版本をご購入のお客様へ】 

以下の誤りを訂正した第2刷本と交換させて 

いただきます。（2018年8月20日以降） 

交換ご希望の際は、以下のアドレスへご連絡

いただけますと幸いです。 

Mail ：  info@natsume.co.jp 
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153 本文下から3行目 川上盆地 上川盆地

154 本文4行目 北陸・甲信越、東海 中部

154 本文5行目 九州の9つ 九州・沖縄の8つ

154 本文下から10行目 エドモント・ナウマンによって命名されました。
エドモント・ナウマンによって命名されました。なお、

フォッサマグナ東端には諸説あります。

156、別冊17 地図 根釧大地 根釧台地

159 本文下から14行目 函館奉行所 箱館奉行所

160 本文7行目 氷砕船 砕氷船

162 チェックテスト問2　解答解説 丘脈と飛来する白鳥で有名。 削除

171、別冊19 地図 山梨県のスミ色 山梨県のスミ色を削除

172,173,178

172.本文下から3行目

173.本文下から10行目

178.チェックテスト問3　選択肢④と解答解説

日本三名爆 日本三名瀑

174 本文12行目 眉から糸を取る作業や 繭から糸を取る作業や

178 チェックテスト問１　選択肢④ 太平洋側気候で夏は 太平洋岸式気候で夏は

179、180、

別冊20

179.節タイトルおよび地図の見出し

180.本文2行目

186.チェックテスト問1,問2,問3の問題文

東海・北陸地方 中部地方

179、180、

別冊20

179.地図（別冊20の地図）

180.本文下から5行目
佐渡ヶ島 佐渡島

180 本文8行目 東端が直江津から平塚に通っています。 東端は諸説あります。

181、別冊20 本文6行目 黒部立山アルペンルート 立山黒部アルペンルート

182 本文13行目 氷見港のものは特に脂が多く全国的に有名。 削除

183 本文11行目 五千円札 旧五千円札

186 チェックテスト　問３　選択肢➃解説 ➃長良川の鵜匠の民が～ ➃長良川の鵜匠のみが～

186 チェックテスト　問1　選択肢④

西日本と東日本を分ける場合の一般的な指標となる

フォッサマグナの西端は新潟県糸魚川市から静岡県

静岡市に、東端は直江津から平塚に通っている。

西日本と東日本を分ける場合の一般的な指標となる

フォッサマグナの西端は新潟県糸魚川市から静岡県

静岡市に通っている。

190 本文5行目 金剛力士像 削除

191 本文15行目、写真 伏見稲荷神社 伏見稲荷大社

193 本文13行目 菊星台展望台 掬星台展望台

195 重要ポイント1行目 3つの世界遺産（石見銀山・厳島神社・原爆ドーム）
4つの世界遺産（石見銀山・厳島神社・原爆ドーム・明治日

本の産業革命遺産）

198 本文4行目 出雲風土記 出雲国風土記

199,302 199.本文29行目、302.大問9の問2　問題文 鎌倉八幡宮 鶴岡八幡宮

203 地図 那馬渓 耶馬渓

203 地図 対島 対馬

208 本文下から12行目 宮崎市の南にある、奇岩・鬼の洗濯板で 宮崎県の北部にある、奇岩・鬼の洗濯板で

214 本文下から6行目 被疑者が犯罪をおこしたかどうか、 被告人が犯罪をおこしたかどうか、

220 円グラフ『2017年の国別訪日外客数の割合』 中国735.4万人 中国735.6万人

221 チェックテスト問3　問題文 2016年の訪日外客数と 2017年の訪日外客数と

226 地図『国立公園』 阿寒 阿寒摩周

227 表『北海道の国立公園』左列3行目 阿寒国立公園 阿寒摩周国立公園

227 表『関東地方の国立公園』1行目 上信越高原国立公園の欄と右側の欄 欄を削除

228 表『中国・四国地方の国立公園』右列2行目 世界文化遺産（厳島神社） 世界文化遺産（厳島神社）、高崎山自然動物園

228 表『中国・四国地方の国立公園』右列3行目 室戸岬、足摺岬、竜串海岸 足摺岬、竜串海岸

229 表『九州・沖縄地方の国立公園』右列３行目 高崎山自然動物園 削除

229 表『九州・沖縄地方の国立公園』右列6行目 竹富島から 西表島から

230 重要ポイントの4行目 世界の記憶には日本からは6件登録 世界の記憶には日本からは7件登録

231 6.白川郷・五箇山の合掌造り集落　3行目 庄内川 庄川

232 10.日光の社寺　2行目 1616年徳川家康の霊廟として創建され、 1617年徳川家康の霊廟として創建され、

237、別冊27
表『世界の記憶』2行目

表『世界遺産・無形文化遺産・世界の記憶』
御堂関白日記 御堂関白記

239 本文6行目 佗茶を確立した 侘茶を確立した

240 +α濃口醤油と薄口醤油の違い 原料に使用する麦の量は 原料に使用する大豆と小麦の量は

243 本文下から10行目 『日本後記』 『日本後紀』

249 チェックテスト問2　問題文 瀬戸内海式気候 瀬戸内式気候

250 本文1行目 2001年無形文化遺産 2008年無形文化遺産

250 本文下から7行目 2009年無形文化遺産 2008年無形文化遺産

251 本文2行目 成駒屋 成田屋

180 +α 日本の高い山ベスト3

富士山　3779m

北岳　　3193m（南アルプス最高峰）

間ノ岳　3190m（北アルプス最高峰）

富士山　　3776m

北岳　　　3193m（南アルプス最高峰）

奧穂高岳　3190m（北アルプス最高峰）

間ノ岳　　3190m（南アルプス）



ページ 行数 誤 正

251 本文3行目 9代目 10代目

251 本文9行目 2003年無形文化遺産 2008年無形文化遺産

251、別冊28 本文10行目 浄瑠璃語りの大夫 浄瑠璃語りの太夫

254 相撲の写真、チェックテスト問1　選択肢③ 釣り屋根 吊り屋根

255 本文下から５行目 2018年1月 2018年7月

257,260
257.表『上布』1つ目

260.チェックテスト問1　解答解説
新潟県上越地方 新潟県中越地方

258 表『絹織物』2つ目 八丈 黄八丈

268 本文18行目 岡山県西部の標高439ｍの 岡山県西部の標高430ｍの

269 表『その他の城』2行目「松江城」 松江城の行全体 行を削除

269 表『その他の城』５行目「宇和島城」名称(別名)欄 宇和島城（丸串城、島城） 宇和島城（丸串城、板島城、鶴島城）

269 表『その他の城』6行目「弘前城」名称(別名)欄 （高岡城、岡城） （高岡城、鷹岡城）

281 本文下から９行目 神社の多い都道府県トップ３ 寺の多い都道府県トップ３

293 問題7　選択肢④ 施無畏印（せむいん） 施無畏印（せむいいん）

294,303 294.問題9　選択肢③、313.日本史（9）③解説 ③公方御定書 ③公事方御定書

302 問題9　問題文 吉川広喜 吉川広嘉

303 11  問１の選択肢 ①志布志湾 ① 薩摩湾

310 5（1）の問題文 2003年に世界無形文化遺産に 2008年に世界無形文化遺産に

314 （15）の解答 ④藤原頼道 ④藤原頼通

315 1 問２の解答 ①函館新北斗 ④新函館北斗

318 4（2）の解答解説

香港

●2016年度総輸出額35億6000万円

香港　11億4000万円

オランダ　3億９000万円

アメリカ　3億2000万円

中国

●2016年度総輸出額80億3000万円

中国　45億円

ベトナム　13億6000万円

香港　7億2000万円

318 5（1）選択肢③の解説 歌舞伎役者 歌舞伎作者

別冊2 1.縄文時代　11行目 火焔型土器 みみずく土偶

別冊４ 6.平安時代　7行目 鳥羽法皇 鳥羽上皇

別冊6 表『織田信長の主な功績』3行目 長篠の戦いで武田氏を滅ぼし、 天目山の戦いで武田氏を滅ぼし、

別冊8 11.明治時代　5行目 坂本龍馬 削除

別冊9 1.飛鳥文化・白鳳文化　8行目 半跏思惟像 弥勒菩薩半跏思惟像

別冊９ 2.天平文化　4行目 唐招提寺講堂 唐招提寺金堂

別冊13 9.元禄文化　8行目 女型 女形

別冊14 10.化政文化　下から2行目 大日本沿岸輿地全図 大日本沿海輿地全図

別冊23 8.九州・沖縄地方　福岡県の観光スポット、名物 博多祇園祭 博多祇園山笠

別冊26 表（国・地域別１人あたりの支出額トップ３） ３位　台湾 ３位　イギリス

150、別冊16 「日本列島と気候」の日本地図 奄美大島が右下の沖縄地方に含まれている 奄美大島、沖縄地方の島の位置を下記のとおり修正

◆補足事項および発売後に変更が生じた項目

9 最下部

試験に関する問い合わせ先

独立行政法人国際観光振興機構　インバウンド戦略部

受入対策グループ　全国通訳案内士試験係

TEL 03-6691-0940 （月～金9:15~17:45)

日本出版販売株式会社内　全国通訳案内士試験事務局

TEL 03-3518-9018 (10:00~18:00 土日祝休業）

236 無形文化遺産　一覧表の下
※代表一覧表に記載された年

（文化庁、外務省webサイトより）


