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③国内旅行実務

第�問 次の貸切バスの［行程］に関する以下の問 1.〜問 2.の各設問について、該当するものをそ

れぞれの選択肢から一つ選び、解答用紙にマークしなさい。（地名等については、都道府県

の公式ホームページ、百科事典等を参考としている。） （配点 �点×�）

[行程]

○日目 新函館北斗駅或トラピスチヌ修道院或 ① 或函館元町地区を散策或函館山或湯の川温泉(泊)

問1. 津軽海峡に面し、函館山の南東に突き出た ① に該当するものは次のうちどれか。

a. 神威岬 b. 立待岬 c. 地球岬 d. 納沙布岬

問2. 上記行程中にある函館元町地区に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

a. 日本初の洋式城郭であった五稜郭がある。

b. 八幡坂、二十間坂などの道幅の広い坂道がある。

c. 旧イギリス領事館などの歴史的建造物がある。

d. 国の重要文化財に指定されている函館ハリストス正教会がある。

第�問 以下の写真に関する問 3.〜問 4.の各設問について、該当するものをそれぞれの選択肢から

一つ選び、解答用紙にマークしなさい。（地名等については、都道府県の公式ホームページ、

百科事典等を参考としている。） （配点 �点×�）

問3. 通称「山寺」と呼ばれ、松尾芭蕉が奥の細道の紀行の際にこの地を訪れ、「閑さや岩にしみ

入る蝉の声」の名句を残した写真の寺院は、次のうちどれか。

［写真］

a. 瑞巌寺 b. 中尊寺 c. 毛越寺 d. 立石寺
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問4. 日本の滝 100選に選ばれた真名井の滝がある写真の観光地は、次のうちどれか。

［写真］

a. 川上峡 b. 菊池渓谷 c. 高千穂峡 d. 耶馬渓

第�問 以下の問 5.〜問 18.の各設問について、該当するものをそれぞれの選択肢から一つ選び、解

答用紙にマークしなさい。（地名等については、都道府県の公式ホームページ、百科事典等

を参考としている。） （配点 �点×14）

問5. 次の空欄に該当するものはどれか。

甲府市の北部に位置する には、覚円峰、天狗岩などの奇岩や仙娥滝などがあり、

四季折々で変化に富んだ渓谷美を楽しむことができる。

a. 清津峡 b. 香嵐渓 c. 昇仙峡 d. 寸又峡

問6. 次の空欄に該当するものはどれか。

今年 1150 年の節目を迎えた京都三大祭のひとつô園祭は の祭礼で、なかでも、

ô園囃子の響く山鉾巡行が祭りの見どころとして知られている。

a. 上賀茂神社 b. 下鴨神社 c. 平安神宮 d. 八坂神社

問7. 次の空欄に該当するものはどれか。

月の名所として知られる の公園内には、はるか太平洋の彼方を見つめる坂本龍馬

像がある。

a. 足�岬 b. 桂浜 c. 見残し海岸 d. 室戸岬

問8. 次の空欄に該当するものはどれか。

現存する日本最古の芝居小屋といわれる では、旧金毘羅大芝居として歌舞伎公演

が行われ、四国路に春を告げる風物詩となっている。

a. 内子座 b. 金丸座 c. 康楽館 d. 八千代座
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問9. 次の空欄に該当するものはどれか。

白神山地とともに日本初の世界自然遺産として登録された には、標高 1,300m

にある縄文杉や、樹齢約 3000 年の弥生杉などを見ることができる白谷雲水峡がある。

a. 奄美大島 b. 種子島 c. 屋久島 d. 与論島

問10. 次の空欄に該当するものはどれか。

沖縄の代表的な豚肉料理である は、いわゆる豚の角煮で、豚の皮付き三枚肉を泡

盛や醤油で甘辛く煮たものである。

a. ジューシー b. ヒラヤーチー c. ミミガー d. ラフテー

問11. 次の下線部a.〜d.のうち、誤っているものはどれか。

茨城県の観光地等には、春のネモフィラで知られる a. 国営ひたち海浜公園、国内第�位の

面積をもつ湖で夏には観光帆引き船が運航される b. 千波湖、日本三大稲荷神社のひとつと

いわれる c. 笠間稲荷神社、四度の滝とも呼ばれる d.袋田の滝などがある。

問12. 次の下線部a.〜d.のうち、誤っているものはどれか。

滋賀県の観光地等には、北国街道の宿場として栄え黒壁スクエアのある a. 長浜、宝厳寺と

都久夫須麻神社がある琵琶湖の島 b.竹生島、井伊氏の居城で天守が国宝に指定されている

c. 彦根城、紫式部が参籠中に「源氏物語」を起筆したと伝わる d. 三井寺などがある。

問13. 次の観光地等のうち、「古都奈良の文化財」として世界文化遺産に登録されていないものは

どれか。

a. 春日山原始林 b. 三十三間堂 c. 東大寺 d. 平城宮跡

問14. 次の観光地等のうち、「明治日本の産業革命遺産」として世界文化遺産に登録されていない

ものはどれか。

a. 旧グラバー住宅 b. 松下村塾 c. 韮山反射炉 d. 門司港駅

問15. 次のうち、西表石垣国立公園に属していない島はどれか。

a. 伊良部島 b. 小浜島 c. 竹富島 d. 波照間島
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問16. 次の観光地等の組合せのうち、同一都道府県にない組合せはどれか。

a. 三徳山三佛寺投入堂 − 日御碕

b. 縮景園 − 千光寺公園

c. 錦帯橋 − 赤間神宮

d. 備中松山城 − 大原美術館

問17. 次の郷土料理と都道府県との組合せのうち、誤っている組合せはどれか。

a. 稲庭うどん − 秋田県

b. 治部煮 − 新潟県

c. 朴葉みそ − 岐阜県

d. からしれんこん − 熊本県

問18. 次の伝統行事と観光地等との組合せのうち、同一都道府県のものでない組合せはどれか。

a. チャグチャグ馬コ − 三内丸山遺跡

b. 竿燈まつり − なまはげ館

c. 花笠まつり − 山居倉庫

d. 相馬野馬追 − 野口英世記念館

第�問 以下の問 19.〜問 20.の各設問について、該当するものをそれぞれの選択肢からすべて選び、

解答用紙にマークしなさい。（地名等については、都道府県の公式ホームページ、百科事典

等を参考としている。） （配点 �点×�）

問19. 次の観光地等と温泉地との組合せのうち、同一都道府県にある組合せをすべて選びなさい。

a. 中禅寺湖 − 鬼怒川温泉

b. 吹割の滝 − 水上温泉

c. 身延山久遠寺 − 石和温泉

問20. 次の観光地等の組合せのうち、同一都道府県にある組合せをすべて選びなさい。

a. ムーミンバレーパーク − 長ò

b. 博物館明治村 − 三保松原

c. アドベンチャーワールド − 橋杭岩
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第�問 国内航空に関する以下の問 21.〜問 22.の各設問について、該当するものをそれぞれの選択

肢から一つ選び、解答用紙にマークしなさい。 （配点 �点×�）

問21. 全日空の航空券の取り扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

a. 「ANA SUPER VALUE」の支払い期限は、予約日を含め�日以内である。

b. 「ANA VALUE」は、搭乗日の 75 日前に取り消しをする場合、取消手数料はかからない。

c. 「ANA FLEX」は、大人用と小児用があり、小児用は大人用の半額である。

d. 「ANA FLEX」の取消手数料は、予約便出発時刻以降、運賃額の 100 ％である。
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問22. 以下の eチケットお客さま控の取り扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

07月09日
09JUL

2019年07月09日905
10:4508:15

20,610

★★★★★

ABC3DE J123 6789

※上記 eチケットお客さま控の★は設問の都合で伏せてある。

a. 旅客の都合による予約の変更は、搭乗日当日に出発空港において予約便より前の同一区間の

便に空席がある場合に限り可能である。

b. �月 30 日（搭乗日 70 日前）に予約した場合、�月�日までに購入しなければならない。

c. �月�日（搭乗日 69 日前）に取り消し、払い戻しをした場合、取消手数料は無料で、別途、

払戻手数料 430 円がかかる。

d. 旅客の都合により予約便に乗り遅れ、�月 10 日に払い戻しをした場合、取消手数料は運賃

額の 100 ％（払戻手数料を含む）である。
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第�問 宿泊に関する以下の問 23.の設問について、該当するものを選択肢から一つ選び、解答用紙

にマークしなさい。 （配点 �点×�）

問23. 大人 1人の基本宿泊料が1泊 2食 20,000 円（サービス料別・税金別）の鬼怒川温泉の温

泉旅館に、大人2人と 7歳の子供1人で 1泊する場合、宿泊客が支払うべき宿泊料金等の

総額で正しいものは次のうちどれか。

※モデル宿泊約款により算出するものとする。

※子供は「子供用食事と寝具」を提供するものとする。

※サービス料は 10 ％とする。

※消費税は	％とする。

※入湯税は�人 150 円（12 歳未満は免除）とする。

※追加料金は発生しないものとする。

a. 基本宿泊料 20,000 円×�人＋(20,000 円× 50 ％)×�人＝ 50,000 円 ①

サービス料 50,000 円× 10 ％＝5,000 円 ②

消費税 50,000 円×	％＝4,000 円 ③

入湯税 150 円×�人＝ 300 円 ④

①＋②＋③＋④＝ 59,300 円

b. 基本宿泊料 20,000 円×�人＋(20,000 円× 50 ％)×�人＝ 50,000 円 ①

サービス料 50,000 円× 10 ％＝5,000 円 ②

消費税 (50,000 円＋ 5,000 円)×	％＝4,400 円 ③

入湯税 150 円×�人＝ 300 円 ④

①＋②＋③＋④＝ 59,700 円

c. 基本宿泊料 20,000 円×�人＋(20,000 円× 70 ％)×�人＝ 54,000 円 ①

サービス料 54,000 円× 10 ％＝5,400 円 ②

消費税 54,000 円×	％＝4,320 円 ③

入湯税 150 円×�人＝ 300 円 ④

①＋②＋③＋④＝ 64,020 円

d. 基本宿泊料 20,000 円×�人＋(20,000 円× 70 ％)×�人＝ 54,000 円 ①

サービス料 54,000 円× 10 ％＝5,400 円 ②

消費税 (54,000 円＋ 5,400 円)×	％＝4,752 円 ③

入湯税 150 円×�人＝ 300 円 ④

①＋②＋③＋④＝ 64,452 円
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第�問 貸切バスの運送に関する以下の問 24.の設問について、該当するものを選択肢から一つ選

び、解答用紙にマークしなさい。 （配点 �点×�）

問24. 次の行程（日帰り）を標準的装備の大型車の貸切バスで運行するとき、1台あたりの貸切バ

ス運賃の合計額で正しいものは次のうちどれか。

［行程］




点呼･点検

8：00

出庫

回送(25分)

15 km

8：25

配車地

旅客乗車走行・
待機(�時間 40 分)

253 km

16：05

帰着地

回送(25分)

15 km

16：30

帰庫
点呼･点検




※「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について（平成 26 年�月 26 日付

関東運輸局長公示）」によるものとする。

※運賃は時間・キロ併用制運賃とする。

※時間制運賃（�時間あたり）7,000 円とする。

※キロ制運賃（�kmあたり）150 円とする。

※運賃の割引、消費税の計算は行わないものとする。

※この行程に係る料金は考慮しないものとする。

a. 時間制運賃 7,000 円×	時間＝56,000 円 ①

キロ制運賃 150 円×280 km＝42,000 円 ②

①＋②＝ 98,000 円

b. 時間制運賃 7,000 円×�時間＝63,000 円 ①

キロ制運賃 150 円×290 km＝43,500 円 ②

①＋②＝ 106,500 円

c. 時間制運賃 7,000 円×10 時間＝70,000 円 ①

キロ制運賃 150 円×280 km＝42,000 円 ②

①＋②＝ 112,000 円

d. 時間制運賃 7,000 円×11 時間＝77,000 円 ①

キロ制運賃 150 円×290 km＝43,500 円 ②

①＋②＝ 120,500 円
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第	問 フェリーの運送に関する以下の問 25.の設問について、該当するものを選択肢から一つ選

び、解答用紙にマークしなさい。 （配点 �点×�）

問25. 大人 2人（自動車の運転者1人を含む）と、8歳の小学生と4歳の子供の計4人が、自動

車1台（車長4m以上 5m未満）でフェリーの2等寝台A（指定制）を4席利用して片

道で乗船する場合、旅客が支払うべき運賃の総額で正しいものは次のうちどれか。

※海上運送法第�条第�項の規定に基づく標準運送約款によるものとする。

※旅客運賃（片道）は下記の通りとする。

�等寝台Ａ 大人�人 7,500 円、小児�人 3,750 円

�等 大人�人 5,000 円、小児�人 2,500 円

※自動車航送運賃（片道）は、�台 25,000 円（車長�m以上�m未満）とする。

a. 7,500 円×�人＋ 3,750 円×�人＋ 25,000 円＝36,250 円 36,250 円

b. 7,500 円×�人＋(7,500 円−5,000 円)×�人＋ 3,750 円×�人＋ 25,000 円＝38,750 円

38,750 円

c. 7,500 円×�人＋ 3,750 円×�人＋ 25,000 円＝40,000 円 40,000 円

d. 7,500 円×�人＋(7,500 円−5,000 円)×�人＋ 3,750 円×�人＋ 25,000 円＝42,500 円

42,500 円
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第�問 旅客鉄道（ＪＲ）に関する以下の問 26.〜問 32.の各設問について、該当するものをそれぞ

れの選択肢から一つ選び、解答用紙にマークしなさい。 （配点 �点×�）

問26. 乗車券類の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

a. 12 歳の小学生が�歳と�歳の幼児を随伴する場合、小児�人分の乗車券が必要である。

b. 大人の普通回数乗車券�枚で小児�人が利用することができる。

c. 大人�人が�歳の幼児�人を随伴して特急列車の普通車自由席を利用する場合、幼児につい

ては、運賃は不要で、小児の特急料金が必要である。

d. 大人�人と�歳の小児�人が特急列車の�人用グリーン個室�室を利用する場合、大人�人

分と小児�人分の運賃、大人�人分の特急料金、個室�室分の�人用グリーン個室料金が必

要である。
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問27. 以下の行程を大人1人が、途中下車しないで乗車する場合、大人片道普通運賃で正しいも

のは次のうちどれか。

[行程］

三保三隅

絢

山陰本線 絢

(幹線)

営業キロ 21.9 km
益田

絢

山口線 絢

(地方交通線)

営業キロ 93.9 km
換算キロ 103.3 km

新山口

絢

山陽新幹線 絢

営業キロ 80.7 km
小倉

絢

鹿児島本線 絢

(幹線)

営業キロ 13.9 km
黒崎

※黒崎は北九州市内に属する駅である。

営業キロ（運賃計算キロ） 片道運賃

21 〜 25 km 410 円

81 〜 90 km 1,490 円

201 〜 220 km 3,670 円

【本州内ＪＲ�社の幹線用普通運賃表】（抜粋）

【本州内ＪＲ�社の地方交通線用普通運賃表】（抜粋）

営業キロ 片道運賃

92 〜 100 km 1,850 円

【ＪＲ九州内の普通運賃表】(抜粋)

営業キロ

(運賃計算キロ又は擬制キロ)
片道運賃

11 〜 15 km 280 円

【ＪＲ九州内の加算額表】（抜粋）

境界駅からの

営業キロ(運賃計算キロ)
加算額

11 〜 15 km 40 円

a. 21.9 km＋ 103.3 km＋ 80.7 km＝205.9 km 3,670 円 3,670 円

b. 21.9 km＋ 103.3 km＋ 80.7 km＋ 13.9 km＝219.8 km 3,670 円

3,670 円＋ 40 円＝3,710 円 3,710 円

c. 21.9 km＋ 103.3 km＋ 80.7 km＝205.9 km 3,670 円

3,670 円＋ 280 円＋ 40 円＝3,990 円 3,990 円

d. 410 円＋ 1,850 円＋ 1,490 円＋ 280 円＝4,030 円 4,030 円
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問28. 以下の行程を大人1人が、通常期に新幹線の改札口を出ないで乗り継ぐ場合、グランクラ

ス料金で正しいものは次のうちどれか。

［行程］

金沢 (上越妙高)

絢

｢かがやき号｣ 絢

グランクラス（Ａ）

営業キロ
168.6 km

営業キロ
59.5 km

長野

絢

｢あさま号｣ 絢

グランクラス（Ｂ）

営業キロ
117.4 km

高崎

絢

｢とき号｣ 絢

グランクラス（Ｂ）

営業キロ
94.2 km

越後湯沢

【ＪＲ東日本内相互発着区間及びＪＲ西日本内の北陸新幹線（上越妙高〜金沢間相互発着区間）

のグランクラス料金】（抜粋）

営業キロ 100 kmまで 200 kmまで 300 kmまで 700 kmまで

グランクラス料金（Ａ） 6,170 円 7,200 円 8,230 円 9,250 円

グランクラス料金（Ｂ） 4,120 円 5,150 円 6,180 円 7,200 円

a. (9,250 円−1,030 円)＋(4,120 円−1,030 円)＝11,310 円 11,310 円

b. (7,200 円−1,030 円)＋(8,230 円−1,030 円)＝13,370 円 13,370 円

c. (7,200 円−1,030 円)＋(7,200 円−1,030 円)＋(4,120 円−1,030 円)＝15,430 円

15,430 円

d. (7,200 円−1,030 円)＋(7,200 円−1,030 円)＋4,120 円＝16,460 円 16,460 円
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問29. 以下の行程を大人1人が、特急券を事前に購入のうえ、繁忙期に普通車指定席を利用して

同日中に乗り継ぐ場合、三島〜上諏訪間の特急料金で正しいものは次のうちどれか。

[行程］

三島

絢

東海道新幹線｢こだま号｣ 絢

東京

絢

特急｢あずさ号｣ 絢

営業キロ 201.9 km
上諏訪

三 島

2,250 円 東 京

【東海道新幹線「ひかり・こだま号」の指定席特急料金（通常期）】（抜粋）

【ＪＲ東日本の「あずさ号」の特急料金】（抜粋）

営業キロ 200 kmまで 300 kmまで

特急料金

(事前料金)
（略） 2,500円

a. 2,500 円÷�＝1,250 円

2,250 円＋200 円＋1,250 円＝3,700 円 3,700 円

b. (2,500 円＋200 円)÷�＝1,350 円

2,250 円＋200 円＋1,350 円＝3,800 円 3,800 円

c. 2,250 円＋200 円＋2,500 円＝4,950 円 4,950 円

d. 2,250 円＋200 円＋2,500 円＋200 円＝5,150 円 5,150 円
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問30. 以下の列車を同日中に乗り継ぐ場合、下線を付した列車に乗継割引が適用されるものは次の

うちどれか。

a. 仙 台
新幹線｢はやぶさ号｣

新函館北斗
普通列車

函 館
特急｢スーパー北斗号｣

札 幌

b. 東 京
新幹線｢かがやき号｣

富 山
特急｢（ワイドビュー）ひだ号｣

高 山

c. 静 岡
寝台特急｢サンライズ瀬戸号｣

岡 山
特急｢南風号｣

高 知

d. 熊 本
新幹線｢みずほ号｣

岡 山
快速｢マリンライナー号｣

高 松
特急｢うずしお号｣

徳 島
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問31. 乗車券類の払いもどしに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

a. 普通回数乗車券は全券片未使用の場合に限り、有効期間内であれば、発売額から払いもどし

手数料 220 円を差し引いて払いもどしができる。

b. 旅行開始前の往復乗車券を、有効期間内に払いもどす場合の払いもどし手数料は 220 円であ

る。

c. 小児の指定席特急券を、列車出発日の�日前に払いもどす場合の払いもどし手数料は 330 円

である。

d. 特急「成田エクスプレス号」の座席未指定券を、券面に表示された乗車日の前日に払いもど

す場合の払いもどし手数料は 330 円である。
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問32. 交通新聞社発行ＪＲ時刻表（2019年 7月号より抜粋）に関する次の記述のうち、正しい

ものはどれか。

a. 土曜日に辰野駅を�時 47 分発の快速「みすず号」に乗車し、東京駅へ最も早く到着するよ

うに乗り継ぐと、東京駅到着時刻は 11 時 33 分である。

b. 松本駅を	時 00 分発の特急「あずさ�号」に乗車し、大月駅へ最も早く到着するように乗

り継ぐと、大月駅到着時刻は�時 56 分である。

c. 特急「かいじ�号」の普通車には指定席と自由席がある。

d. 特急「あずさ	号」は辰野駅を通過する。

16
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交通新聞社発行JR時刻表（2019年�月号より抜粋）

17
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④海外旅行実務

第�問 下記の適用条件に基づき、資料編を参照のうえ、以下の問 1.〜問 3.の各設問について、該

当するものをそれぞれの選択肢から一つ選び、問 4.の設問について、該当するものを選択

肢からすべて選び、解答用紙にマークしなさい。 （配点 �点×�）

運賃計算上の留意点

・各設問について、途中降機料金が必要な場合は、計算式に含めること。

適用条件

1．旅程： 発 着

TOKYO(NRT)−MADRID(MAD) JL7089 16SEP(月) 11：05 18：15

(注)JL7089便は、イベリア航空(IB)運航のコードシェア便である。

MADRID(MAD)−PARIS(PAR) IB3402 18SEP(水) 07：30 09：30

PARIS(PAR)−NICE(NCE) AF6204 23SEP(月) 09：00 10：25

NICE(NCE)−HELSINKI(HEL) AY1602 27SEP(金) 11：20 15：35

HELSINKI(HEL)−TOKYO(NRT) JL414 01OCT(火) 17：35 09：05+1

2．クラス・人員： エコノミークラス・大人�名

3．適用運賃： JLエコノミークラス普通運賃 Flex Y

JL エコノミークラス割引運賃 Standard B

JL エコノミークラス割引運賃 Saver L

4．運賃・規則： 資料編参照

5．運賃計算上の折り返し地点： 各設問に記載

6．各区間のTPMとMPM：

・各区間TPM TYO−6795(TS)−MAD−664−PAR−428−NCE−1367−HEL−5229(TS)−TYO

・MPM TYO−PAR 7432(TS) TYO−NCE 7486(TS) TYO−HEL 7428(TS)

7．航空券の予約完了日・発券日： 2019 年�月 22 日(水)

8．航空券の発券・販売： 日本

9．その他： 運賃は本来NUC額にて算出するが、計算簡素化のため円貨額にて算出する

ものとする。

〈参考〉各区間のTPMの合計

TYO−MAD−PAR 7459 TYO−HEL−NCE−PAR 7024

TYO−MAD−PAR−NCE 7887 TYO−HEL−NCE 6596

TYO−MAD−PAR−NCE−HEL 9254
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問1. この旅程において、NCEを運賃計算上の折り返し地点として、往路にStandard B運賃、

復路にSaver L 運賃を適用した場合、運賃算出のための計算式はどれか。

往 路 復 路

a. 449,000 円×�/�＋10,000 円 ＋ 167,000 円×�/�

b. 449,000 円×�/�×1.10＋10,000 円 ＋ 167,000 円×�/�

c. 449,000 円×�/�×1.10＋10,000 円 ＋ 187,000 円×�/�

d. 449,000 円×�/�×1.10＋20,000 円 ＋ 167,000 円×�/�＋10,000 円

問2. この旅程において、HELを運賃計算上の折り返し地点として、往路に Flex Y運賃、復路

にSaver L 運賃を適用した場合、運賃算出のための計算式はどれか。

往 路 復 路

a. 690,000 円×�/� ＋ 162,000 円×�/�

b. 695,000 円×�/� ＋ 182,000 円×�/�

c. 690,000 円×�/�×1.25 ＋ 162,000 円×�/�

d. 695,000 円×�/�×1.25 ＋ 182,000 円×�/�

問3. この旅程において、PARを運賃計算上の折り返し地点として、往路にSaver L 運賃、復路

にStandard B運賃を適用した場合、運賃算出のための計算式はどれか。

往 路 復 路

a. 162,000 円×�/� ＋ 404,000 円×�/�＋10,000 円

b. 162,000 円×�/�＋10,000 円 ＋ 404,000 円×�/�＋20,000 円

c. 182,000 円×�/� ＋ 404,000 円×�/�＋10,000 円

d. 182,000 円×�/�＋10,000 円 ＋ 409,000 円×�/�＋20,000 円

問4. 上記問 3．の運賃を適用した航空券に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。

a. 最長旅行期間の規則を最大限に適用してヨーロッパに滞在する場合、HEL−TYO間の JL

414 便の最終旅行開始日は 2020 年�月 16 日(水)となる。

b. 航空券発券後、日本航空が 2019 年�月�日(木)に日本政府の認可を受け、2019 年�月�日

(日)出発分から当該旅行の航空運賃の改定をした場合においても、航空運賃の差額調整は行

われない。

c. MAD到着後の 2019 年�月 16 日(月)に、旅客の都合により、MAD−PAR間の IB 3402 便

を 2019 年�月 19 日(木)の IB 3402 便の同一クラスへ変更することは、変更手数料 15,000

円を支払うことにより可能となる。
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第�問 下記の適用条件に基づき、資料編を参照のうえ、以下の問 5.〜問 8.の各設問について、該

当するものをそれぞれの選択肢から一つ選び、解答用紙にマークしなさい。

（配点 �点×�）

運賃計算上の留意点

・各設問について、与えられた条件に基づき、運賃規則に合致する最も安価な運賃を算出する

こと。

・各設問について、追加運賃が必要な場合は、計算式に含めること。

適用条件

1．旅程： 各設問に記載

2．クラス・人員： エコノミークラス・大人�名

3．適用運賃： NHエコノミークラス割引運賃 Basic M/U

NHエコノミークラス割引運賃 Value Q/W

4．運賃・規則： 資料編参照

5．運賃計算上の折り返し地点： TPE

6．航空券の予約完了日・発券日： 各設問に記載

7．航空券の発券・販売： 日本

8．その他： 運賃は本来NUC額にて算出するが、計算簡素化のため円貨額にて算出する

ものとする。

問5. 以下の条件（1.〜 4.）において、全旅程に適用できる最も安価な運賃算出のための計算式

はどれか。

1．旅程： 発 着

TOKYO(NRT)−TAIPEI(TPE) NH823 22OCT(火) 17：40 20：15

TAIPEI(TPE)−TOKYO(NRT) NH5806 24OCT(木) 15：20 19：40

(注)NH5806 便は、エバー航空(BR)運航のコードシェア便である。

2．予約完了日・発券日：2019 年�月�日(月)

3．予約の変更：全旅程を予約の変更なく旅行を完了するものとする。

4．空席状況：往路・復路とも全クラス空席があるものとする。

往 路 復 路

a. 43,000 円×�/� ＋ 43,000 円×�/�＋2,000 円

b. 70,000 円×�/� ＋ 70,000 円×�/�＋3,000 円

c. 70,000 円×�/� ＋ 139,000 円×�/�＋2,500 円

d. 139,000 円×�/� ＋ 139,000 円×�/�＋2,500 円
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問6. 以下の条件（1.〜 4.）において、全旅程に適用できる最も安価な運賃算出のための計算式

はどれか。

1．旅程： 発 着

TOKYO(HND)−TAIPEI(TPE) NH851 30SEP(月) 10：05 12：30

TAIPEI(TPE)−TOKYO(HND) NH854 01OCT(火) 16：45 20：50

2．予約完了日・発券日：2019 年�月 27 日(金)

3．予約の変更：全旅程を予約の変更なく旅行を完了するものとする。

4．空席状況：往路・復路とも全クラス空席があるものとする。

往 路 復 路

a. 43,000 円×�/�＋2,000 円 ＋ 43,000 円×�/�＋2,000 円

b. 70,000 円×�/�＋4,000 円 ＋ 70,000 円×�/�＋4,000 円

c. 118,000 円×�/�＋2,000 円 ＋ 118,000 円×�/�＋2,000 円

d. 153,000 円×�/�＋3,500 円 ＋ 139,000 円×�/�＋3,500 円

問7. 以下の条件（1.〜 4.）において、全旅程に適用できる最も安価な運賃算出のための計算式

はどれか。

1．旅程： 発 着

SENDAI(SDJ)−TOKYO(NRT) NH3234 14OCT(月) 14：35 15：45

TOKYO(NRT)−TAIPEI(TPE) NH823 14OCT(月) 17：40 20：15

TAIPEI(TPE)−SENDAI(SDJ) NH5818 18OCT(金) 10：05 14：35

(注)NH5818 便は、エバー航空(BR)運航のコードシェア便である。

2．予約完了日・発券日：2019 年�月 10 日(水)

3．予約の変更：TPE到着後にTPE−SDJ 間を 2019 年 10 月 18 日(金)から 2019 年 10 月

17 日(木)の NH 5818 便の同一クラスへ予約の変更が可能なものとする。

4．空席状況：往路・復路とも全クラス空席があるものとする。

往 路 復 路

a. 55,000 円×�/� ＋ 127,000 円×�/�

b. 82,000 円×�/� ＋ 127,000 円×�/�

c. 82,000 円×�/� ＋ 161,000 円×�/�

d. 130,000 円×�/� ＋ 127,000 円×�/�
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問8. 以下の条件（1.〜 3.）において、往路にBasic M運賃、復路にBasic U運賃を適用した

航空券に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1．旅程： 発 着

TOKYO(HND)−TAIPEI(TPE) NH851 21OCT(月) 10：05 12：30

TAIPEI(TPE)−TOKYO(NRT) NH824 24OCT(木) 08：40 13：00

2．予約完了日・発券日：2019 年	月 24 日(月)

3．空席状況：往路・復路とも全クラス空席があるものとする。

a. 必要旅行日数の規則を満たすためには、TPE−TYO間のNH 824 便の最も早い旅行開始

日は 2019 年 10 月 23 日(水)である。

b. TPE 到着後の 2019 年 10 月 21 日(月)に、旅客の都合によりTPE−TYO間のNH 824 便

を 2019 年 10 月 25 日(金)の NH 824 便の同一クラスへ変更する場合、20,000 円の手数

料を支払うことにより可能である。

c. 航空券発券後、2019 年�月 30 日(月)に、旅客の都合により旅行を中止し予約を取り消

し、払い戻し手続きを行う場合、10,000 円を取消手数料として支払い残額が払い戻され

る。

d. この航空券を 2019 年	月 30 日(日)に予約完了した場合、2019 年�月�日(月)に発券す

ることは可能である。
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第�問 数次往復用一般旅券（以下、旅券という。）に関し、以下の問 9.〜問 11.の各設問について、

該当するものをそれぞれの選択肢から一つ選び、問 12.の設問について、該当するものを選

択肢からすべて選び、解答用紙にマークしなさい。（旅券の発給申請又は届出をするに当た

り、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるとき及び戸籍に記載さ

れる前の者が旅券の発給申請をする場合を除く。） （配点 �点×�）

問9. 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

a. 旅券の発給を申請するに当たり、申請時に 18 歳で婚姻している者は、有効期間が 10 年の旅

券を申請することができる。

b. 旅券の発給を申請するに当たり、申請者が提出する戸籍謄本又は戸籍抄本は、提出の日前�

か月以内に作成されたものでなければならない。

c. 旅券の発給を申請するに当たり、申請者がその法定代理人を通じて旅券の発給の申請に係る

書類及び写真を提出して申請しようとする場合、申請書類等提出委任申出書の提出を要しな

い。

d. 旅券の発給を申請するに当たり、申請書の所持人自署欄に、当該発給申請者が署名すること

が困難なものとして外務省令で定める者である場合、次の①から④の順位により、当該発給

申請者に代わって記名することができる。

①当該発給申請者の法定代理人、②当該発給申請者の配偶者、③当該発給申請者の海外渡航

に同行を予定しているもの、④都道府県知事又は領事官が当該発給申請者に代わり記名する

ことが適当であると認めるもの

問10. 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

a. 旅券の発給を申請した者が、当該旅券の発行の日から�か月以内に当該旅券を受領せず、そ

の�か月を経過したとき当該旅券は失効する。

b. 旅券の名義人は旅券の有効期間が�年未満となったため、当該旅券を返納して新たに旅券の

発給を申請する場合、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、その者の

身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときを除き、戸籍謄本又は戸籍抄本の

提出を要しない。

c. 旅券の発給を受けた者は、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必

要があると認める場合を除き、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることがで

きない。

d. 旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて�か月以上滞在しようとするものは、あらかじ

め都道府県知事を通じて外務大臣に在留届�通を届け出なければならない。
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問11. 次の記述から、正しいものだけをすべて選んでいるものはどれか。

(ア) 国外において旅券を紛失した場合、当該旅券の名義人が遅滞なく、最寄りの領事館に

出頭の上、領事官にその旨を届け出なければならないが、その届出があったとき、当

該旅券は失効する。

(イ) 旅券の名義人が、旅券を焼失したため届出をするに当たっては、紛失一般旅券等届出

書�通に、焼失の事実を証明し、又は疎明する書類及び旅券の名義人の写真を添え

て、提出しなければならない。

(ウ) 旅券の記載事項に変更を生じた場合において、当該旅券の名義人が、当該有効な旅券

を返納の上、記載事項変更用の申請書で申請ができるのは、名義人の氏名及び本籍の

都道府県名の変更に限られる。

a. (ア) (イ) b. (ア) (ウ) c. (イ) (ウ) d. (ア) (イ) (ウ)
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問12. 次のうち、旅券の発給を申請するに当たり、申請者が人違いでないことを確認するために都

道府県知事が提示又は提出を求める書類として、その要件を満たしているものをすべて選び

なさい。

a. 個人番号カードを�点のみ

b. 交付年月日が平成 24 年�月�日以降の運転経歴証明書を�点のみ

c. 国民年金手帳を�点と後期高齢者医療被保険者証を�点
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第�問 以下の問 13.〜問 16.の各設問について、該当するものをそれぞれの選択肢からすべて選び、

解答用紙にマークしなさい。 （配点 �点×�）

問13. 本邦に在留する外国人（仮上陸の許可又は上陸の特例により上陸の許可を受けている者を除

く。）の再入国の許可及び本邦に在留する外国人のみなし再入国の許可（出入国の公正な管

理のため再入国の許可を要する者を除く。）に関する次の記述のうち、正しいものをすべて

選びなさい。

a. 有効な旅券及び在留カードを所持した中長期在留者で、入国審査官に対し、再び入国する意

図を表明して出国するときのみなし再入国の許可の有効期間は、出国の日から�年（在留期

間の満了の日が出国の日から�年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了まで

の期間）である。

b. 有効な旅券及び特別永住者証明書を所持した特別永住者で、入国審査官に対し、再び入国す

る意図を表明して出国するときのみなし再入国の許可の有効期間は、出国の日から�年であ

る。

c. 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可（みなし再入国の許可を除く。）を受けて出国した

者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認める

ときは、その者の申請に基づき、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
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問14. 20 歳以上の日本人旅行者が韓国で購入した物品の本邦の通関に関する次の記述のうち、正

しいものをすべて選びなさい。

a. 海外市価�オンス�万円の香水�オンスのみを輸入する場合、免税の範囲を超える�オンス

には、その課税価格に対し、簡易税率 15 ％が適用される。

b. 海外市価が�万円のバッグ�個と 10万円のスーツ�着、�枚�千円のハンカチ�枚、�本

�万円のベルト�本のみを輸入する場合、申告価格は 21万円となり、免税の範囲を超える

ハンカチ�枚が課税対象となる。

c. 海外市価が�本�万円のゴルフクラブ�本のみを輸入する場合、申告価格の 21万円のうち、

�本分の�万円が課税対象となり、その課税価格に対し、消費税及び地方消費税のみが課税

される。

問15. 20 歳以上の日本人旅行者の帰国時の通関に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選

びなさい。

a. 化粧品は、旅行者が個人で使用するものについては、標準サイズで�品目につき 24 個以内

を持ち込むことができる。

b. 外国製紙巻きたばこ 400 本のみを輸入する場合、免税の範囲を超える 200 本が課税対象とな

る。

c. 海外市価が 20万円の指輪�個が課税対象となった場合、その課税価格に対し、簡易税率

15 ％が適用される。

問16. 日本人旅行者が帰国時に携帯して輸入する次の物品のうち、持ち込みを規制又は禁止されて

いるものをすべて選びなさい。

a. フランスで購入したワニ革製の財布

b. インドで購入したダージリン紅茶（完全発酵した茶葉）

c. 中国で購入した生きた上海ガニ
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第�問 次の英文は、オーストラリアのホエールウォッチングクルーズの案内（抜粋）である。これ

を読み、以下の問 17.〜問 20.の各設問について、該当するものをそれぞれの選択肢から一

つ選び、解答用紙にマークしなさい。 （配点 �点×�）

Whale watching cruise

Glide through an open water cruise through the entrance of Sydney Harbour with

commentary from an expert crew. Enjoy the journey on a catamaran with two decks, open

air viewing, all weather lounge and whale sighting guarantee.

Package details

Time : From 1:30 pm to 4:15 pm on weekdays or 10:15 am to 1:00 pm on weekends

Cruise dates : From 19 May to 31 October 2019

Departs from : Circular Quay Wharf No. 6

Inclusive of : Whale watching cruise, commentary and whale guarantee

Not inclusive of : Insurance, photo service, round transfer or parking fee, bar and snacks

on board (available for purchase) and tips

Confirmation

You will receive confirmation of your bookingʼs availability within 1 business day. Once

confirmed, we will send you the voucher via email.

Cancellations

Once we confirmed your reservation, no refunds or changes may be made. 100% of the

price will be charged if you change or cancel your reservation.

How to board

You can present either a printed or a mobile voucher for this activity. The voucher is only

valid on the date and time specified. Please arrive at the Circular Quay office to collect the

ticket at least 30 minutes before the scheduled departure time.

Additional information

The whale guarantee applies ①when a whale is not sighted during the cruise. In this case,

passengers can cruise again in the same season for free on a standby basis confirmed 24

hours prior, subject to availability.

As this is an open water cruise, names of all passengers (adults, children and infants) and

emergency contact details are a legal requirement. Please complete the passenger details

form once you have received your booking confirmation number.

Cruises are subject to cancellation due to weather and other operational requirements. If

your cruise is cancelled by the operator, passengers may reschedule another whale

watching cruise in the same season or ② a refund from the original place of

purchase.
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問17. 次の記述のうち、英文の内容に合致していないものはどれか。

a. クルーズ代金には乗船中の飲物や軽食は含まれていないが、船内でそれらを購入できる。

b. 予約の可否については、予約の申込後�営業日以内に受け取ることができる。

c. 予約確定後の取り消しまたは変更については、取り消しの場合のみ、クルーズ代金の全額が

請求される。

d. 乗客は、出航予定時刻の遅くとも 30 分前にはサーキュラー キーの事務所に来て、バウ

チャーを提示しチケットを受け取る。

問18. 次の記述のうち、本文中の下線部①の場合、乗客が保証されるものはどれか。

a. 乗客は、購入先でクルーズ代金を返金してもらえる。

b. 乗客は、追加料金を支払う場合に限り、翌日のクルーズに再乗船できる。

c. 乗客は、クルーズ終了後 24 時間以内の申し出に限り、再乗船できる。

d. 乗客は、出航の 24 時間前に乗船が確定する空席待ちで、同じ運航シーズン中に無料で再乗

船できる。

問19. 英文の内容から、本文中の空欄 ② に入る最も適切な単語は次のうちどれか。

a. claim b. complain c. issue d. pay

問20. 次の記述から、英文の内容に合致しているものだけをすべて選んでいるものはどれか。

(ア) クルーズ中に、専門的知識のある乗組員による実況解説が行われる。

(イ) シドニー港から外海に出るクルーズのため、法律に基づいて乗客全員の氏名と緊急連

絡先を提出しなければならない。

(ウ) 乗船の予約が確定すると、クルーズ会社から電子メールでバウチャーが送られてく

る。

a. (ア) (イ) b. (ア) (ウ) c. (イ) (ウ) d. (ア) (イ) (ウ)
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第�問 次の英文は、ある国際会議の参加条件書（抜粋）である。これを読み、以下の問 21.〜

問 24.の各設問について、該当するものをそれぞれの選択肢から一つ選び、解答用紙にマー

クしなさい。 （配点 �点×�）

Conference registration

Only fully completed registration forms will be accepted. An invoice will be sent after the

receipt of your registration, and a confirmation of payment will be sent upon receipt of

payment in full. If the full payment has not been received before the deadline indicated,

the registration will remain valid, however the due fee will be increased according to the

payment period.

Registration confirmation and receipt

A registration confirmation and receipt will be sent by email, after the online registration,

a related payment and any necessary documents have been received by the registration

department.

Delegates may be requested to present this registration confirmation and receipt at the

registration counter as proof of their registration and payment.

Methods of payment

Payments should be made in advance and in EUR only, using a credit card or by bank

transfer.

All bank fees and money transfer costs must be paid by the transmitter. Any negative

balance will be collected ① . Indicate the registration number and the delegateʼs

full name as a reference on all bank transfers.

Registration name change

A handling fee of EUR 50 will be charged for every name change to an existing conference

registration. A new registration form for the substitute delegate should not be submitted.

Name changes will be accepted by email indicating the old and new names including the

required contact details until May 1, 2020. After ②this date, all name changes must be

carried out ① and paid directly.

Cancellation policy

Notice of cancellation must be made in writing by email or fax to the ABC Conference

Registration Department. The notification must include all relevant information regarding

the bank account to which a possible refund may be remitted. The cancellation will not be

effective until a written acknowledgement from the ABC Conference Registration

Department is received.
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Registration fees may be refunded as follows :

Written cancellation is received ;

− before March 31, 2020 : 75% refund

− between April�and May 6, 2020 : 25% refund

− after May 7, 2020 : no refund

問21. 次の記述から、英文の内容に合致しているものだけをすべて選んでいるものはどれか。

(ア) 会議参加者は、参加登録と支払いが完了している証明として、登録カウンターで登録

確認書と領収書の提示を求められる場合がある。

(イ) 指定の期日までの登録料等の支払い通貨はユーロのみで、クレジットカードまたは銀

行送金で行わなければならない。

(ウ) 指定の期日までに登録料の全額を支払わなかった場合、登録は抹消される。

a. (ア) (イ) b. (ア) (ウ) c. (イ) (ウ) d. (ア) (イ) (ウ)

問22. 英文の内容から、本文中の�つの空欄 ① に共通して入る最も適切な語句は次のう

ちどれか。

a. as much b. for free c. in detail d. on site

問23. 英文の内容から、下線部②が指す期限日について正しいものは次のうちどれか。

a. 変更後の会議参加者名を記載した新しい登録フォームを提出する期限日

b. 電子メールで変更前と変更後の会議参加者名と必要な連絡先を通知する期限日

c. 会議参加者名の変更にかかる手数料の支払いを完了する期限日

d. 会議参加者名の変更にかかる手数料の支払い手段を通知する期限日

問24. 次の記述のうち、英文の内容に合致していないものはどれか。

a. 参加登録の取り消しは、電子メールまたはファックスで通知しなければならない。

b. 参加登録の取り消しの通知には、会議登録事務局からの返金がある場合に備えて銀行口座を

明記しなければならない。

c. 参加登録の取り消しは、会議登録事務局からの書面による取消承認通知を受領して初めて有

効となる。

d. 参加登録の取り消しの通知を会議登録事務局が書面で受領する日が 2020年�月 31 日以前で

あれば、登録料は全額返金される。
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第�問 以下の問 25.〜問 42.の各設問について、該当するものをそれぞれの選択肢から一つ選び、

問 43.〜問 44.の各設問について、該当するものをそれぞれの選択肢からすべて選び、解答

用紙にマークしなさい。（地名等については、各国・地域の観光局等の公式ホームページ、

百科事典等を参考としている。） （配点 �点×20）

問25. 次の空欄に該当するものはどれか。

フランス南西部のオード川沿いにある は歴史的城塞都市として知られ、二重の城

壁に囲まれたシテと呼ばれる旧市街には、歴代伯爵の居城であったコンタル城やステンドグ

ラスの美しいサン ナゼール大聖堂がある。

a. アビニョン b. アルル c. カルカソンヌ d. トゥールーズ

問26. 次の空欄に該当するものはどれか。

1900 年のパリ万博の際に建設された駅舎を改装し、1986 年に開館した には、ミ

レーの「落穂拾い」、マネの「草上の昼食」、ルノワールの「ムーラン ド ラ ギャレットの

舞踏会」など多数の作品が所蔵されている。

a. オランジュリー美術館 b. オルセー美術館

c. マルモッタン美術館 d. ルーブル美術館

問27. 次の空欄に該当するものはどれか。

イングランドを征服したウィリアム�世がテムズ川北岸に要塞として建てた は、

王宮、牢獄、処刑場などの変遷を経て、現在は博物館として公開されている。

a. ウィンザー城 b. ケンジントン宮殿 c. ブレナム宮殿 d. ロンドン塔

問28. 次の空欄に該当するものはどれか。

ポーランド南部、ヴィスワ川上流に位置する古都 の旧市街には、歴代国王の居城

であったヴァヴェル城、中央広場には織物会館や聖マリア教会などの見どころがある。

a. グダンスク b. クラクフ c. ヴロツワフ d. ワルシャワ

問29. 次の空欄に該当するものはどれか。

ベルギーのフランドル地方にある は、運河が市内を縦横に流れる町で、マルクト

広場を中心とした旧市街の歴史地区、鐘楼、ベギン会修道院の�つが世界遺産に登録されて

いる。

a. アントワープ b. ゲント c. ブリュッセル d. ブルージュ
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問30. 次の空欄に該当するものはどれか。

オーストリアのザルツブルクにある には、ギリシャ神話をモチーフとした彫像、

花壇や噴水が配置される美しい庭園があり、映画「サウンド オブ ミュージック」の舞台に

なったことでも知られている。

a. シェーンブルン宮殿 b. ベルヴェデーレ宮殿

c. ホーフブルク（王宮） d. ミラベル宮殿

問31. 次の空欄に該当するものはどれか。

テネシー州南西端にある は、ブルースやロックンロール誕生の地のひとつといわ

れ、ロック歌手で知られるエルヴィス プレスリーの邸宅「グレースランド マンション」に

は、今でも多くのファンが訪れている。

a. アトランタ b. セントルイス c. ナッシュビル d. メンフィス

問32. 次の空欄に該当するものはどれか。

敦煌の郊外、鳴沙山東麓の絶壁にある は、「千仏洞」とも呼ばれる仏像の石窟群

で、大小多数の石窟には彩色塑像や壁画が保存されている。

a. 雲崗石窟 b. 大足石刻 c. 莫高窟 d. 龍門石窟

問33. 次の空欄に該当するものはどれか。

インド イスラム建築の傑作タージ マハルはインド北部の にあり、ムガール帝国

の皇帝が妃の死を悼んで建てた廟で、白亜の大理石で作られた壮大な建物と四隅に立つミナ

レットと呼ばれる�本の尖塔が印象的である。

a. アグラ b. ヴァラナシ c. ジャイプール d. デリー

問34. 次の空欄に該当するものはどれか。

トルコ南西部にある では、温泉が造り出した真っ白な石灰棚の奇観が見られ、丘

の上に残る古代ローマ時代の都市遺跡ヒエラポリスとともに、世界複合遺産に登録されてい

る。

a. エフェソス b. カッパドキア c. パムッカレ d. ペルガモン

問35. 次の建築物から、スペインのバルセロナにあるガウディの作品だけをすべて選んでいるもの

はどれか。

(ア) カサ ミラ (イ) カタルーニャ音楽堂 (ウ) サグラダ ファミリア

a. (ア) (イ) b. (ア) (ウ) c. (イ) (ウ) d. (ア) (イ) (ウ)
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問36. 次の記述から、正しいものだけをすべて選んでいるものはどれか。

(ア) インカ帝国の首都として栄えたクスコは、その時代の精巧な石組みとスペイン統治時

代の建築物が融合した町並みが世界遺産に登録されている。

(イ) アンデス山中のチチカカ湖では、トトラという葦で作られた浮き島のアマンタニ島に

居住する先住民の生活を見ることができる。

(ウ) ナスカには幾何学的な模様やコンドル、ハチドリなどを描いた地上絵があり、小型飛

行機に乗って上空から眺めることができる。

a. (ア) (イ) b. (ア) (ウ) c. (イ) (ウ) d. (ア) (イ) (ウ)

問37. 次の記述から、正しいものだけをすべて選んでいるものはどれか。

(ア) ベトナム北部のハロン湾は、石灰岩からなる大小の奇岩が立ち並ぶ風景から海の桂林

ともいわれ、クルーズでその景観を楽しむことができる。

(イ) ベトナム中部のフエは、最後の王朝グエン（阮）朝の都が置かれたところで、旧市街

の中心には北京の紫禁城をモデルとして作られた王宮がある。

(ウ) ベトナム南部のホーチミンは、海のシルクロードの中継地点として栄え、朱印船貿易

で訪れた日本人が作ったといわれる来遠橋（日本橋）などが当時の面影を残してい

る。

a. (ア) (イ) b. (ア) (ウ) c. (イ) (ウ) d. (ア) (イ) (ウ)

問38. 次の下線部a.〜d.のうち、誤っているものはどれか。

三峡クルーズは長江の中流にある a. 三門峡、 b.巫峡
ふきょう

、西陵峡の�つの険しい大峡谷を船に

乗って巡る旅で、三国志の舞台として名高い c. 白帝城、断崖に作られた木造建築の d.石宝

寨なども楽しめる。

問39. 次の下線部a.〜d.のうち、誤っているものはどれか。

バンコクには、王室の守護寺院 a. ワット プラ ケオ、巨大な涅槃仏で有名な b. ワット

ポー、三島由紀夫の小説「暁の寺」に描かれた c. ワット アルン、黄金仏の座像がある

d. ワット プラ ラームなど数多くの仏教寺院がある。

問40. 次の下線部a.〜d.のうち、誤っているものはどれか。

ニュージーランドの国立公園には、北島に同国最初の国立公園である a. ロトルア、円錐形

のタラナキ山のある b.エグモントなどがあり、南島にミルフォード サウンドで知られる

c. フィヨルドランド、同国最高峰の山のある d. アオラキ／マウント クックなどがある。
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問41. 次の下線部a.〜d.のうち、誤っているものはどれか。

南アフリカ共和国には、ジャカランダ シティとも呼ばれ行政府がある a. ヨハネスブルグ、

テーブルマウンテンを背にした港湾都市で立法府がある b. ケープタウン、喜望峰に近く群

生するアフリカペンギンが見られる c. ボルダーズビーチ、モザンビークとの国境に接し、

サファリが楽しめる d. クルーガー国立公園などがある。

問42. 次のハワイ諸島の島とその観光地等との組合せのうち、誤っているものはどれか。

島 観光地等

a. オアフ島 − ヌウアヌ パリ展望台

b. カウアイ島 − シダの洞窟

c. ハワイ島 − マウナ ケア

d. マウイ島 − ワイメア渓谷州立公園
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問43. 次のカナディアンロッキー山脈自然公園群の国立公園とその観光地等との組合せのうち、正

しいものをすべて選びなさい。

国立公園 観光地等

a. ジャスパー国立公園 − アサバスカ氷河

b. バンフ国立公園 − レイク ルイーズ（ルイーズ湖）

c. ヨーホー国立公園 − エメラルド レイク（エメラルド湖）

問44. 次のオーストラリアの島とその観光拠点となる都市との組合せのうち、正しいものをすべて

選びなさい。

島 観光拠点となる都市

a. グリーン島 − ケアンズ

b. フィリップ島 − メルボルン

c. ロットネスト島 − ダーウィン

36



DKIU-S④その他実務.smd  Page 1 19/08/30 11:29  v3.60

第�問 以下の問 45.〜問 48.の各設問について、該当するものをそれぞれの選択肢から一つ選び、

問 49.〜問 52.の各設問について、該当するものをそれぞれの選択肢からすべて選び、解答

用紙にマークしなさい。必要に応じ資料編を参照のこと。 （配点 �点×�）

問45. 東京が 2019年 11月 1日（金）正午（12時）のとき、次の各都市の現地時刻のうち、

誤っているものはどれか。

a. アテネ（ATH) 11 月�日 午前�時

b. シェムリアップ（REP) 11 月�日 午前 10 時

c. シカゴ（CHI) 10 月 31 日 午後�時

d. パース（PER) 11 月�日 午前 11 時

問46. 東京（NRT）〜バンクーバー（YVR）間を次の便を利用して往復した場合、往路、復路の

所要時間の組合せのうち、正しいものはどれか。

往路 JL 018 2019 年 11 月�日 東京 18：40 発 バンクーバー 11：45 着

復路 JL 017 2019 年 11 月�日 バンクーバー 12：40 発 東京 16：25 ＋�着

往路 復路

a. �時間 05 分 − 10 時間 45 分

b. 10 時間 05 分 − 10 時間 45 分

c. �時間 05 分 − 11 時間 45 分

d. 10 時間 05 分 − 11 時間 45 分

問47. 次のヨーロッパ各国のシェンゲン協定加盟状況とその国の通貨との組合せのうち、正しいも

のはどれか。

国名 シェンゲン協定 通貨

a. チェコ − 加盟 − ユーロ

b. ノルウェー − 加盟 − ノルウェー クローネ

c. ハンガリー − 非加盟 − フォリント

d. ポルトガル − 非加盟 − ユーロ
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問48. 次の行程を日本人が観光を目的として旅行をする場合、すべての訪問国で査証が必要となる

ものはどれか。

a. ラオスとバンコク �カ国�日間の旅

b. カトマンズとデリー �カ国�日間の旅

c. サンクトペテルブルクとバルト	国 �カ国�日間の旅

d. リオデジャネイロ、クスコ、マチュピチュ �カ国 12 日間の旅
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問49. 次の国名と都市コードとの組合せのうち、2つの都市コードの両方が当該国の都市として所

在しているものをすべて選びなさい。

a. イタリア − MIL − ROM

b. 韓国 − CJU − SEL

c. ロシア − MOW − STO

問50. 次の航空会社コードと航空会社名との組合せのうち、正しいものをすべて選びなさい。

a. HY − Hawaiian Airlines

b. QF − Qantas Airways

c. SA − Singapore Airlines

問51. 2019年 10月 13日（日）に、東京発の航空機でニューヨークを経由して、当日中にそれ

ぞれの目的地に乗り継ぐ場合、資料4．OAG Minimum connecting times（抜粋）に適合

しているものをすべて選びなさい。（すべての乗継便は、10月 13日に運航しているものと

する。）

東京〜ニューヨーク 最終目的地 乗り継ぎ

便名(着空港、着時刻) 便名(発空港、発時刻）

a. NH 110（JFK 10：15) アトランタ（ATL) DL 1914（LGA 12：59)

b. UA 078（EWR 16：35) ニューオリンズ（MSY) UA 2145（EWR 18：00)

c. JL 004（JFK 18：20) サンパウロ（SAO) DL 471（JFK 21：10)

問52. クルーズ用語に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。

a. テンダー ボート（Tender Boat）とは、接岸できないときに船と陸の間を行き来する小型

ボートのことをいう。

b. ポート チャージ（Port Charge）とは、船が入出港する際に要する諸費用で、入港料、水

先料、曳船料、岸壁使用料などがある。

c. ショア エクスカーション（Shore Excursion）とは、寄港地での観光旅行のことをいう。
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