
タニケイの口述対策100選☆

No トピック カテゴリ No トピック カテゴリ

1 祇園祭 観光 51 神道 宗教

2 秋葉原 観光 52 寺 宗教

3 浅草 観光 53 仏教 宗教

4 日本のスキー場 観光 54 神社と寺の違い 宗教

5 日本の湖 観光 55 仏教と神道の違い 宗教

6 川越 観光 56 絵馬 宗教

7 京都 観光 57 日本の酒 食

8 東京からの日帰り旅行スポット 観光 58 焼酎 食

9 東北の魅力的なスポット 観光 59 日本の朝食 食

10 奈良 観光 60 天ぷら 食

11 日光 観光 61 すきやき 食

12 箱根 観光 62 寿司 食

13 鎌倉 観光 63 懐石料理 食

14 原宿 観光 64 赤飯 食

15 渋谷 観光 65 牛丼 食

16 平泉 観光 66 お好み焼き 食

17 広島 観光 67 ファミリーレストラン 食

18 琵琶湖 観光 68 居酒屋 食

19 富士山 観光 69 箸 食

20 温泉 観光 70 わび・さび 精神性

21 火山 観光 71 おもてなし 精神性

22 新幹線 観光 72 本音・建前 精神性

23 紅葉 観光 73 演歌 伝統文化

24 日本庭園 観光 74 歌舞伎 伝統文化

25 旅館 観光 75 落語 伝統文化

26 民宿 観光 76 相撲 伝統文化

27 ビジネスホテル 観光 77 茶の湯 伝統文化

28 お盆 慣習・文化 78 生け花 伝統文化

29 七五三 慣習・文化 79 俳句 伝統文化

30 大晦日 慣習・文化 80 折り紙 伝統文化

31 正月 慣習・文化 81 風呂敷 伝統文化

32 クリスマス 慣習・文化 82 扇子 伝統文化

33 塾 慣習・文化 83 日本人の働き方 日本の特徴

34 テレビゲーム 慣習・文化 84 日本人の平均寿命 日本の特徴

35 日本語の表記 慣習・文化 85 日本の交通機関について 日本の特徴

36 漢字 慣習・文化 86 日本の四季 日本の特徴

37 ひらがな 慣習・文化 87 日本の自然 日本の特徴

38 パチンコ 慣習・文化 88 日本の政治体系 日本の特徴

39 花火 慣習・文化 89 日本の地形の特徴 日本の特徴

40 花見 慣習・文化 90 日本の学校制度 日本の特徴

41 忘年会 慣習・文化 91 台風 日本の特徴

42 盆踊り 慣習・文化 92 梅雨 日本の特徴

43 盆栽 慣習・文化 93 東京が日本の他の地域と異なる点 日本の特徴

44 祭り 慣習・文化 94 江戸 歴史

45 招き猫 慣習・文化 95 将軍 歴史

46 着物 慣習・文化 96 大名 歴史

47 新年会 慣習・文化 97 徳川幕府 歴史

48 浴衣 慣習・文化 98 鎖国 歴史

49 日本の宗教 宗教 99 浮世絵 歴史

50 神社 宗教 100 侍 歴史


