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③国内旅行実務

第�問 以下の問 1.〜問 12.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×12）

問1. 次の空欄に該当するものはどれか。

砂嘴でオホーツク海と隔てられた北海道最大の湖 の東部に位置する北見市常呂町

は、ホタテ養殖や北海道遺産に選定されている海岸草原のワッカ原生花園のほか、カーリン

グの町としても知られている。

a. 阿寒湖 b. サロマ湖 c. 濤沸湖 d. 能取湖

問2. 次の空欄に該当するものはどれか。

伊豆諸島最大の島で、標高 758 mの三原山がある では、椿が有名で、�月下旬

から�月下旬にかけて椿まつりが開催され、椿油、工芸品、炭材などが特産品として生産さ

れている。

a. 伊豆大島 b. 新島 c. 八丈島 d. 三宅島

問3. 次の空欄に該当するものはどれか。

群馬県西部にあり、強酸性の硫黄泉である 温泉は、標高約 1,200 mの高原に位

置し、温泉が湯畑を中心に万代、西の河原などから湧出し、独特の入浴法である「時間湯」

や「湯もみ」が行われることでも知られる。

a. 伊香保 b. 老神 c. 草津 d. 水上

問4. 次の空欄に該当するものはどれか。

立山黒部アルペンルートの 付近では、全線開通後の�月中旬から�月中旬にかけ

て、ダイナミックな雪の壁（雪の大谷）を見ながら歩くことができる。

a. 黒部平 b. 大観峰 c. 美女平 d. 室堂

問5. 次の空欄に該当するものはどれか。

奈良市にある は、鑑真が戒律を学ぶ人たちのための修行の道場として創建し、現

在では、奈良時代建立の金堂、講堂が天平の息吹を伝える貴重な伽藍となっている。

a. 法隆寺 b. 薬師寺 c. 興福寺 d. 唐招提寺
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問6. 次の空欄に該当するものはどれか。

横山大観を中心とした近代から現代の日本画や北大路魯山人の陶芸作品などを収蔵している

は、島根県安来市にあり、枯山水庭、白砂青松庭、苔庭、池庭など約�万坪の日

本庭園が四季折々の美しい佇まいを見せてくれる。

a. 足立美術館 b. 大塚国際美術館 c. 大原美術館 d. 豊島美術館

問7. 次の空欄に該当するものはどれか。

西郷隆盛が約�年間暮らしていた には、こんもりと丸い地形が綾に織りなす「ま

り」に似ていることからその名が付いたといわれるあやまる岬や、ウミガメの産卵スポット

としても知られる大浜海浜公園などがある。

a. 奄美大島 b. 喜界島 c. 徳之島 d. 屋久島

問8. 次の下線部a.〜d.のうち、誤っているものはどれか。

北海道の温泉地には、屈斜路湖と摩周湖の間にある a. 川湯温泉、独特の黒っぽい湯が特徴

のモール温泉で知られる b.十勝川温泉、豊平川上流にあり札幌の奥座敷といわれる c. 登別

温泉、函館市の南西部にあり津軽海峡に臨む d. 湯の川温泉などがある。

問9. 次の観光地等のうち、「富士山−信仰の対象と芸術の源泉」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. 芦ノ湖 b. 河口湖 c. 白糸ノ滝 d. 三保松原

問10. 次のうち、世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」に登録されているも

ので長崎市にあるものはどれか。

a. 大浦天主堂 b. 原城跡 c. 久賀島の集落 d. 平戸の聖地と集落

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) 山口県長門市にある元乃隅稲成神社は、目の前に広がる日本海と 123 基の朱色の鳥居

が続く神社である。

(イ) 北長門海岸国定公園の中心にある青海島は、別名「海上アルプス」と呼ばれ、洞門や

断崖絶壁、奇岩・怪岩など自然の造形を楽しむことができる。

(ウ) 下関市にある角島大橋は、離島に架かる 1,780 mの橋で、コバルトブルーの海との

調和が美しい。

a. (ア) (イ) b. (ア) (ウ) c. (イ) (ウ) d. (ア) (イ) (ウ)
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問12. 次の写真に該当するものはどれか。

［写真］

この写真は、16 世紀琉球王国時代に築かれたもので王

家の拝所として使用され、国王が城外に出る時に道中の

安全祈願をしたところといわれている。

a. 歓会門 b. 斎場御嶽 c. 園比屋武御嶽石門 d. 玉陵

第�問 次の貸切バスの［行程Ａ］〜［行程Ｃ］に関する以下の問 13.〜問 15.の各設問について、

空欄に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×�）

[行程Ａ］

○日目 盛岡駅 或 ① 或 北山崎展望台 或 鵜の巣断崖展望台 或 宮古(泊)

問13. 岩泉町にある日本三大鍾乳洞のひとつといわれる ① に該当するものは次のうちどれ

か。

a. 秋芳洞 b. 玉泉洞 c. 龍河洞 d. 龍泉洞

[行程Ｂ］

○日目 高松空港或屋島或 ② 或善通寺(お砂踏み道場)或丸亀城或瀬戸大橋或倉敷(泊)

問14. 象頭山の中腹に鎮座し、古来より海の神様、五穀豊穣・大漁祈願・商売繁盛などの神様とし

て知られる ② に該当するものは次のうちどれか。

a. 石鎚神社 b. 大山祗神社 c. 金刀比羅宮 d. 和布刈神社

[行程Ｃ］

○日目 鹿児島空港 或 ③ 或 知覧・武家屋敷群 或 池田湖 或 長崎鼻 或 指宿温泉(泊)

問15. 島津家の別邸で、桜島を築山に錦江湾を池に見立てた雄大な景観を楽しむことができる

③ に該当するものは次のうちどれか。

a. 松濤園 b. 慧洲園 c. 仙巌園 d. 水前寺成趣園
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第�問 以下の問 16.〜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×�）

問16. 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. 田沢湖 − 奥入瀬渓流

b. 厳美渓 − 中尊寺

c. 大内宿 − 鶴ヶ城

問17. 次の温泉地の組合せのうち、同一都道府県にある組合せをすべて選びなさい。

a. 瀬波温泉 − あつみ温泉

b. 修善寺温泉 − 石和温泉

c. 野沢温泉 − 昼神温泉

問18. 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. 天橋立 − 城崎温泉

b. 谷瀬の吊り橋 − 十津川温泉

c. 六甲山 − 有馬温泉

問19. 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. 石手寺 − 道後温泉本館

b. 祖谷のかずら橋 − 眉山

c. 室戸岬 − 桂浜

問20. 次の伝統行事と観光地等との組合せのうち、同一都道府県にある組合せをすべて選びなさ

い。

a. おわら風の盆 − 雨晴海岸

b. 郡上おどり − 妻籠宿

c. 山鹿灯籠まつり − 九重 “夢” 大吊橋
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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. 日本航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. 払戻手数料は、航空券�枚（�区間）につき大人 430 円、小児 220 円である。

b. 満 12 歳の小学生は、「小児普通運賃」が適用される。

c. 満�歳の小児は、大人に同伴され座席を使用しない場合、同伴者�名につき�名が無料であ

る。

d. 「往復割引」は、往路あるいは復路の搭乗日が利用制限期間の場合は適用されない。
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問22. 以下の eチケットお客さま控の予約を9月 10日（10日前）に取り消し、払い戻しをした

場合、返金額で正しいものは次のうちどれか。

09月20日

509
09 11：00

16,790

ウルトラ

ABC4DE J123 5678

※券面額には羽田空港の旅客施設使用料 290 円が含まれている。

a. 16,790 円×50 ％＝8,395 円 或 8,400 円

16,790 円−8,400 円−430 円＝7,960 円 7,960 円

b. (16,790 円−290 円)×50 ％＝8,250 円

16,790 円−8,250 円−430 円＝8,110 円 8,110 円

c. 16,790 円×50 ％＝8,395 円 或 8,400 円

16,790 円−8,400 円＝8,390 円 8,390 円

d. (16,790 円−290 円)×50 ％＝8,250 円

16,790 円−8,250 円＝8,540 円 8,540 円
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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）の有馬温泉の温泉

旅館に、大人2人と 10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「大人に準じる食事と寝具」を提供するものとする。

※サービス料は 10 ％とする。

※入湯税は�人 150 円（�歳未満の人は免除）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×2人＋(20,000 円×50 ％)×1 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)×8 ％＝4,400 円 ③

入湯税 150 円×3人＝450 円 ④

①＋②＋③＋④＝ 59,850 円

b. 基本宿泊料 20,000 円×2人＋(20,000 円×50 ％)×1 人＝50,000 円 ①

サービス料 50,000 円×10 ％＝5,000 円 ②

入湯税 150 円×3人＝450 円 ③

消費税 (50,000 円＋5,000 円＋450 円)×8 ％＝4,436 円 ④

①＋②＋③＋④＝ 59,886 円

c. 基本宿泊料 20,000 円×2人＋(20,000 円×70 ％)×1 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)×8 ％＝4,752 円 ③

入湯税 150 円×3人＝450 円 ④

①＋②＋③＋④＝ 64,602 円

d. 基本宿泊料 20,000 円×2人＋(20,000 円×70 ％)×1 人＝54,000 円 ①

サービス料 54,000 円×10 ％＝5,400 円 ②

入湯税 150 円×3人＝450 円 ③

消費税 (54,000 円＋5,400 円＋450 円)×8 ％＝4,788 円 ④

①＋②＋③＋④＝ 64,638 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(30 分)

16 km

8：30

配車地

旅客乗車走行・
待機(�時間 20 分)

250 km

15：50

帰着地

回送(30 分)

16 km

16：20

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。

※この行程に係わる料金は考慮しないものとする。

a. 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

b. 時間制運賃 7,000 円×10 時間＝70,000 円 ①

キロ制運賃 150 円×290 km＝43,500 円 ②

①＋②＝ 113,500 円

c. 時間制運賃 7,000 円×11 時間＝77,000 円 ①

キロ制運賃 150 円×280 km＝42,000 円 ②

①＋②＝ 119,000 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等船室（自由席）を片道で利用する場

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。

※�等旅客運賃（片道）は、大人�人 2,380 円、小児�人 1,190 円とする。

※自動車航送運賃（片道）は、�台 17,030 円（車長�m以上�m未満）とする。

a. (2,380 円×1人)＋(1,190 円×1人)＋17,030 円＝20,600 円 20,600 円

b. (2,380 円×1人)＋(1,190 円×2人)＋17,030 円＝21,790 円 21,790 円

c. (2,380 円×2人)＋(1,190 円×1人)＋17,030 円＝22,980 円 22,980 円

d. (2,380 円×2人)＋(1,190 円×2人)＋17,030 円＝24,170 円 24,170 円
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第�問 旅客鉄道（ＪＲ）に関する以下の問 26.〜問 30.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 31.〜問 32.の各設問について、該当するものをそれぞれの選

択肢からすべて選び、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. 宗谷・石北本線の旭川〜北見間（営業キロ 184.7 km、換算キロ 203.2 km）の片道普通乗車

券の有効期間は、�日である。

b. 東京近郊区間内相互発着となる東京〜松本間（営業キロ 235.4 km）の片道普通乗車券の有

効期間は�日で、途中下車はできない。

c. 往復割引は、片道の営業キロが 600 kmを超える場合に適用され、往復割引と学生割引は重

複して適用されない。

d. 自由席特急券は、有効期間開始日から�日間有効である。
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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］

杉本町

絢

阪和線･大阪環状線 絢

(幹線)

営業キロ 17.6 km
大阪

絢

東海道本線･山陽本線絢

(幹線)

営業キロ 122.7 km
上郡

絢

智頭急行 絢

(連絡会社線)

営業キロ 56.1 km
智頭

絢

因美線 絢

(地方交通線)

営業キロ 31.9 km
換算キロ 35.1 km

鳥取

絢

山陰本線 絢

(幹線)

営業キロ 28.6 km
泊

※杉本町は大阪市内に属する駅である。

※智頭急行の上郡〜智頭間は、ＪＲの各駅と通過連絡運輸の取扱いを行っている。

営業キロ（運賃計算キロ) 片道運賃

61 〜 70 km 1,140 円

141 〜 160 km 2,590 円

181 〜 200 km 3,350 円

201 〜 220 km 3,670 円

261 〜 280 km 4,750 円

【本州内ＪＲ�社の幹線用普通運賃表】（抜粋）

【智頭急行の普通運賃表】（抜粋）

区 間 片道運賃

上郡 〜 智頭 1,300 円

a. 122.7 km＋35.1 km＋28.6 km＝186.4 km 3,350 円 ①

智頭急行 1,300 円 ②

①＋②＝ 4,650 円

b. 17.6 km＋122.7 km＋56.1 km＋35.1 km＋28.6 km＝260.1 km 4,750 円

4,750 円

c. 17.6 km＋122.7 km＋35.1 km＋28.6 km＝204.0 km 3,670 円 ①

智頭急行 1,300 円 ②

①＋②＝ 4,970 円

d. 17.6 km＋122.7 km＝140.3 km 2,590 円 ①

35.1 km＋28.6 km＝63.7 km 1,140 円 ②

智頭急行 1,300 円 ③

①＋②＋③＝ 5,030 円

11
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問28. 以下の行程を大人1人が、繁忙期に新幹線の改札口を出ないで乗り継ぐ場合、特急料金で

正しいものは次のうちどれか。

[行程］

静 岡

絢

｢ひかり号｣ 絢

普通車指定席
新大阪 (博 多)

絢

｢さくら号｣ 絢

普通車指定席
熊 本

静 岡

4,620 円 新大阪

7,430 円 5,390 円 博 多

【東海道・山陽新幹線「ひかり・さくら・こだま号」の指定席特急料金（通常期）】（抜粋）

新大阪

5,390 円 博 多

7,870 円 3,000 円 熊 本

【山陽・九州新幹線「ひかり・さくら・こだま・つばめ号」の指定席特急料金（通常期）】（抜粋)

a. 7,430 円＋3,000 円＋200 円＝10,630 円 10,630 円

b. 7,430 円＋3,000 円＋400 円＝10,830 円 10,830 円

c. 4,620 円＋7,870 円＋200 円＝12,690 円 12,690 円

d. 4,620 円＋7,870 円＋400 円＝12,890 円 12,890 円

12
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問29. 以下の行程を大人1人が、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、秋田

〜洞爺間の特急料金で正しいものは次のうちどれか。

[行程］

秋田

絢

特急｢つがる号｣ 絢

営業キロ 181.9 km
新青森

絢

新幹線｢はやぶさ号｣ 絢

新函館北斗

絢

特急｢スーパー北斗号｣ 絢

営業キロ 135.9 km
洞爺

新青森

4,450 円 新函館北斗

【北海道新幹線「はやぶさ号」の指定席特急料金（通常期）】（抜粋）

【ＪＲ東日本の B特急料金（通常期）】（抜粋）

営業キロ 150 kmまで 200 kmまで

指定席特急料金 (略) 2,250 円

【ＪＲ北海道の A特急料金】（抜粋）

営業キロ 100 kmまで 150 kmまで

指定席特急料金 (略) 2,320 円

a. (2,250 円＋200 円)÷2＝1,225 円 或 1,220 円 ①

4,450 円＋200 円＝4,650 円 ②

2,320 円 ③

①＋②＋③＝ 8,190 円

b. 2,250 円＋200 円＝2,450 円 ①

4,450 円＋200 円＝4,650 円 ②

2,320 円÷2＝1,160 円 ③

①＋②＋③＝ 8,260 円

c. 2,250 円＋200 円＝2,450 円 ①

4,450 円＋200 円＝4,650 円 ②

(2,320 円＋200 円)÷2＝1,260 円 ③

①＋②＋③＝ 8,360 円

d. (2,250 円＋200 円)÷2＝1,225 円 或 1,220 円 ①

4,450 円＋200 円＝4,650 円 ②

2,320 円＋200 円＝2,520 円 ③

①＋②＋③＝ 8,390 円

13
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問30. 以下のＪＲ券を5月 29日に払いもどしをした場合の払いもどし額で、正しいものは次の

うちどれか。

a. 13,990 円×0.3＝4,197 円 或 4,190 円

13,990 円−4,190 円＝9,800 円 9,800 円

b. 9,250 円×0.3＝2,775 円 或 2,770 円

13,990 円−2,770 円＝11,220 円 11,220 円

c. 4,740 円×0.3＝1,422 円 或 1,420 円

13,990 円−1,420 円＝12,570 円 12,570 円

d. 13,990 円−330 円＝13,660 円 13,660 円
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問31. 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をすべ

て選びなさい。

a. 東 京
新幹線｢はやぶさ号｣

新青森
特急｢つがる号｣

大 館

b. 金 沢
新幹線｢はくたか号｣

上越妙高
普通列車

直江津
特急｢しらゆき号｣

新 潟

c. 熊 本
新幹線｢さくら号｣

新大阪
特急｢はるか号｣

関西空港

d. 新大阪
新幹線｢みずほ号｣

鹿児島中央
特急｢指宿のたまて箱号｣

指 宿

15
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問32. 交通新聞社発行ＪＲ時刻表（2018年 5月号より抜粋）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. 「こだま 752号」の普通車は指定席と自由席がある。

b. �月�日に新山口駅を 17 時 16 分発の「さくら 564号」に乗車し、豊橋駅へ最も早く到着す

るように乗り継ぐと、豊橋駅到着時刻は 21 時 02 分である。

c. �月 15 日の「のぞみ 184号」の始発駅は博多駅で、終着駅は東京駅である。

16
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交通新聞社発行ＪＲ時刻表（2018年 5月号より抜粋）
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2018年�月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

2018年�月

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

2018年10月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2018年11月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

2018年12月

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

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 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。

（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、途中降機料金および追加運賃が必要な場合は、計算式に含めること。

・NH Value 運賃にはValue H/Q/V/W/S 運賃が設定されているが、この設問においてはValue

Q/S 運賃で算出すること。

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 Plus M/U

NHエコノミークラス割引運賃 Value Q/S

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 CTS−510−TYO−6214(TS)−LON−214−PAR−6194(TS)−TYO−510−CTS

・MPM CTS−PAR 8044(TS)

7．航空券の予約完了日・発券日： 各設問に記載

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合計： CTS−TYO−LON−PAR 6938 PAR−TYO−CTS 6704
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問1. 以下の条件（1．〜 5．）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

SAPPORO(CTS)−TOKYO(HND) NH050 13OCT(土) 07：30 09：05

TOKYO(HND)−LONDON(LON) NH211 13OCT(土) 11：35 16：10

LONDON(LON)−PARIS(PAR) AF1181 16OCT(火) 20：10 22：20

PARIS(PAR)−TOKYO(HND) NH216 18OCT(木) 20：00 14：45+1

TOKYO(HND)−SAPPORO(CTS) NH073 19OCT(金) 17：00 18：30

2．予約完了日・発券日：2018 年�月 20 日(木)

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。

5．運賃計算上の折り返し地点：PAR

a. 往路 (125,000 円＋10,000 円)×�/�＋20,000 円＋5,000 円

＋

復路 (105,000 円＋10,000 円)×�/�＋5,000 円

b. 往路 (252,000 円＋10,000 円)×�/�＋20,000 円＋5,000 円

＋

復路 (232,000 円＋10,000 円)×�/�＋5,000 円

c. 往路 (352,000 円＋10,000 円)×�/�＋20,000 円＋5,000 円

＋

復路 (332,000 円＋10,000 円)×�/�＋5,000 円

d. 往路 (434,000 円＋10,000 円)×�/�＋20,000 円＋10,000 円

＋

復路 (394,000 円＋10,000 円)×�/�＋10,000 円

19
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問2. 以下の条件（1．〜 5．）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

SAPPORO(CTS)−TOKYO(HND) NH050 29OCT(月) 07：30 09：05

TOKYO(HND)−LONDON(LON) NH211 29OCT(月) 11：40 15：25

LONDON(LON)−PARIS(PAR) AF1181 31OCT(水) 19：50 22：00

PARIS(PAR)−TOKYO(HND) NH216 02NOV(金) 19：30 15：25+1

TOKYO(HND)−SAPPORO(CTS) NH073 03NOV(土) 17：00 18：30

2．予約完了日・発券日：2018 年 10 月 23 日(火）

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。

5．運賃計算上の折り返し地点：PAR

a. 往路 (85,000 円＋10,000 円)×�/�＋20,000 円＋5,000 円

＋

復路 (105,000 円＋10,000 円)×�/�＋5,000 円

b. 往路 (85,000 円＋10,000 円)×�/�＋20,000 円＋5,000 円

＋

復路 (221,000 円＋10,000 円)×�/�＋5,000 円

c. 往路 (434,000 円＋10,000 円)×�/�＋20,000 円＋10,000 円

＋

復路 (311,000 円＋ 10,000 円)×�/�＋ 5,000 円

d. 往路 (434,000 円＋10,000 円)×�/�＋20,000 円＋10,000 円

＋

復路 (434,000 円＋10,000 円)×�/�＋10,000 円

20
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問3. 以下の条件（1．〜 5．）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)−LONDON(LON) NH211 10OCT(水) 11：35 16：10

LONDON(LON)−PARIS(PAR) 地上運送機関利用

PARIS(PAR)−TOKYO(HND) NH216 07NOV(水) 19：30 15：25+1

2．予約完了日・発券日：2018 年�月�日(水)

3．予約の変更：LON到着後に PAR−HND間を 2018 年 11 月�日(水)から 2018 年 11 月

	日(火)NH 216 便の同一クラスへの予約変更可能なものとする。

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。

5．運賃計算上の折り返し地点：往路の終点を LON、復路の始点を PARとするオープン

ジョー旅行

往 路 復 路

a. 105,000 円×�/�＋5,000 円 ＋ 332,000 円×�/�＋ 5,000 円

b. 232,000 円×�/�＋5,000 円 ＋ 291,000 円×�/�＋ 5,000 円

c. 232,000 円×�/�＋5,000 円 ＋ 332,000 円×�/�＋ 5,000 円

d. 332,000 円×�/�＋5,000 円 ＋ 394,000 円×�/�＋10,000 円

問4. 以下の条件（1.〜 4．）において、往路・復路ともBasic Plus 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)−LONDON(LON) NH211 17OCT(水) 11：35 16：10

LONDON(LON)−PARIS(PAR) 地上運送機関利用

PARIS(PAR)−TOKYO(HND) NH216 04DEC(火) 19：30 15：25+1

2．予約完了日・発券日：2018 年�月�日(水)

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。

4．運賃計算上の折り返し地点：往路の終点を LON、復路の始点を PARとするオープン

ジョー旅行

a. 旅客の都合により 2018 年 10 月 13 日(土)に、TYO−LON間の予約便を 2018 年 10 月 16

日(火)の NH 211 便の同一クラスに予約の変更手続を行うことは可能である。

b. 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、PAR−TYO間の

旅行開始日は 2018 年 12 月 16 日(日)である。

c. 必要旅行日数の規則を満たすためには、PAR−TYO間の最も早い旅行開始日は 2018 年

10 月 19 日(金)である。

d. 航空券発券後、全日空が 2018 年�月�日(土)に日本政府の認可を受け 2018 年 10 月�日

(月)出発分から当該旅行の航空運賃を値上げする場合においても、航空運賃の差額を調

整することなくそのまま航空券を使用することができる。

21



S-問題41-海外運賃.smd  Page 5 18/09/10 15:59  v3.51

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、途中降機料金および追加運賃が必要な場合は、計算式に含めること。

・HIPチェックについて、米国内の都市間運賃は、日本と米国間の運賃より安価なため運賃表

の掲載を省略している。

・JL米国行 Saver運賃には Saver H/K/M/L/V/S 運賃が設定されているが、この設問において

は Saver K運賃で算出すること。

適用条件

1．旅程： 発 着

TOKYO(NRT)−DALLAS(DFW) JL012 24DEC(月) 11：50 08：10

DALLAS(DFW)−CHICAGO(CHI) AA1734 27DEC(木) 09：00 11：32

CHICAGO(CHI)−MIAMI(MIA) JL7384 29DEC(土) 12：00 16：04

MIAMI(MIA)−NEW YORK(NYC) AA251 01JAN(火) 13：50 16：54

NEW YORK(NYC)−TOKYO(HND) JL005 02JAN(水) 12：50 17：10+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 K

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−6436(PA)−DFW−799−CHI−1192−MIA−1104−NYC−6723(PA)−TYO

・MPM TYO−DFW 7723(PA) TYO−CHI 7539(PA) TYO−MIA 8938(PA)

7．航空券の予約完了日・発券日： 2018 年 10 月�日(月)

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−DFW−CHI 7235 DFW−CHI−MIA−NYC−TYO 9818

TYO−DFW−CHI−MIA 8427 CHI−MIA−NYC−TYO 9019

MIA−NYC−TYO 7827
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問5. この旅程において、往路・復路に Flex Y運賃を適用し、運賃計算上の折り返し地点をCHI

とした場合、運賃算出のための計算式はどれか。

往 路 復 路

a. 961,000 円×�/� ＋ 841,000 円×�/�×1.20＋10,000 円

b. 961,000 円×�/� ＋ 869,000 円×�/�×1.20＋10,000 円

c. 998,000 円×�/� ＋ 869,000 円×�/�×1.20＋10,000 円

d. 998,000 円×�/� ＋ 873,000 円×�/�×1.20＋10,000 円

問6. この旅程において、往路・復路に Flex Y運賃を適用し、運賃計算上の折り返し地点をMIA

とした場合、運賃算出のための計算式はどれか。

往 路 復 路

a. 989,000 円×�/� ＋ 869,000 円×�/�＋10,000 円

b. 989,000 円×�/� ＋ 873,000 円×�/�＋10,000 円

c. 998,000 円×�/� ＋ 869,000 円×�/�＋10,000 円

d. 998,000 円×�/� ＋ 873,000 円×�/�＋10,000 円

問7. この旅程において、往路にStandard B運賃、復路にSaver K運賃を適用し、運賃規則に

基づき折り返し地点を設定し運賃を算出した場合、運賃算出のための計算式はどれか。

往 路 復 路

a. 418,000 円×�/� ＋ 224,000 円×�/�＋7,500 円

b. 410,000 円×�/� ＋ 224,000 円×�/�×1.20＋7,500 円

c. 428,000 円×�/� ＋ 284,000 円×�/�＋7,500 円

d. 410,000 円×�/� ＋ 284,000 円×�/�×1.20＋7,500 円

問8. この旅程において、上記問7．の運賃を適用した往復航空券を購入後、旅客の都合により旅

行を中止し、2018年10月12日(金)に全旅程の取り消しの連絡を行い、予約発券した旅行

会社を通じて払い戻し手続きをする場合、航空運賃の払い戻しに関する次の記述のうち、正

しいものはどれか。

（旅行会社が定めた払い戻しに係る取扱手数料は考慮しないものとする。）

a. 20,000 円を取消手数料として支払い、残額が払い戻される。

b. 30,000 円を取消手数料として支払い、残額が払い戻される。

c. 支払った運賃額の 50％を取消手数料として支払い、残額が払い戻される。

d. 払い戻し不可
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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 10.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、以下の問 11.〜問 12.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。（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. 満 18 歳の者が旅券の発給を申請するに当たっては、有効期間が 10 年の旅券を申請すること

ができる。

b. 残存有効期間が�年未満となった旅券を返納の上、旅券の発給を申請するに当たり、返納し

た当該旅券の記載事項に変更がないときには、戸籍謄本又は戸籍抄本の提出を要しない。

c. 同一の戸籍内にある�人以上の者が同時に旅券の発給の申請をするに当たって、いずれか�

人の者が戸籍謄本を提出するとき、他の者は戸籍謄本又は戸籍抄本の提出を要しない。

d. 旅券の発給を申請するに当たり、申請者に代わり出頭する者は、当該申請の内容を知り、か

つ、都道府県知事又は領事官の指示を申請者に確実に伝達する能力がある者でなければなら

ない。

問10. 次の記述のうち、正しいものはどれか。

a. 疾病又は身体の故障により署名することが困難な者が旅券の発給を申請する場合、当該発給

申請者の法定代理人、配偶者、海外渡航に同行を予定しているものが当該発給申請者に代

わって記名するときの順位は特に定められていない。

b. 旅券の発給を申請した者が、当該旅券の発行日から�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。

c. 旅券の名義人が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ときは、あらかじ

め都道府県知事を通じて外務大臣に在留届�通を提出して、届け出なければならない。

d. 旅券の名義人が、有効な旅券を紛失したため、紛失に係る届出をした上で新たに旅券の発給

を申請した場合、当該紛失した旅券は、当該紛失した旅券に代わる旅券の発行があったとき

に失効する。
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問11. 次のうち、20歳以上の旅券の名義人が、当該旅券の有効期間内においても、当該旅券を返

納の上、新たに旅券の発給を申請することができる事由となるものをすべて選びなさい。

a. 残存有効期間が�年となった当該旅券の査証欄に余白がなくなったとき。

b. 残存有効期間が�年となった当該旅券を著しく損傷したとき。

c. 残存有効期間が�年となった当該旅券の名義人の氏名が変更になったとき。

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. 健康保険の被保険者証を�点と厚生年金保険に係る年金証書を�点

b. 学生証（写真を貼り付けたもの）を�点のみ

c. 宅地建物取引士証を�点のみ
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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、誤っているものはど
れか。

a. 再入国の許可を申請しようとする外国人は、再入国許可申請書 通を地方入国管理局に出頭

して提出しなければならない。

b. 特別永住者で有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して、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は、再入国の許可を受けたものとみなされる。

c. 再入国の許可を受けたものとみなされる中長期在留者の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。

d. みなし再入国の許可を受けて出国した者が、当該許可の有効期間内に再入国することができ

ないときは、日本国領事官等に当該許可の有効期間の延長の申請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アメリカ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�万円のバーボンウィスキー（760ml）�本と�万円のワイン（760ml）�本のみ

を輸入する場合、ワイン�本が課税対象となる。

b. 海外市価が�万円のハンドバッグ�個と 10万円の腕時計�個、�本�千円のネクタイ�本、

�本�千円のベルト�本のみを輸入する場合、申告価格は 23万円となり、ベルト�本が課

税対象となる。

c. 海外市価が 30万円のハンドバッグ�個のみを輸入する場合、簡易税率 15％が適用される。

問15. 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. 外国で購入した物品を、日本にいる友人を受取人として旅行先から別途発送して帰国した場

合、当該物品は別送品申告の対象とならない。

b. �歳未満の子供については、おもちゃなど明らかに本人の使用と認められるもの以外は免税

とならない。

c. 20 歳未満の旅行者については、酒類とたばこは免税が適用されず、課税対象となる。

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. アメリカで購入したサクランボの生果実

b. ドイツで購入したフランクフルトソーセージの缶詰

c. 中国で購入した鉄観音茶の茶葉

27



S-問題43-海外英語.smd  Page 1 18/09/20 13:39  v3.51

第�問 次の英文は、ロンドンのテムズ川観光遊覧船の条件書（抜粋）である。これを読み、

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×�）

ABC Cruise Company runs scheduled restaurant cruises on the Thames all year round.

These cruises include Dinner, Lunch, Sunday Lunch Jazz and Afternoon Tea, as well as

options for Private Dining and Exclusive Hire.

Reservations and Departure times

�．You must have a confirmed reservation, which is valid for the date and package

booked with an ABC Cruise Company six digit reference code.

�．Children under the age of 5 are discouraged on Lunch, Sunday Lunch Jazz and

Afternoon Tea cruises. Children under the age of 12 are not permitted on Dinner

Cruises.

�．If you book a reservation with a credit or debit card to which you do not have legal

right, the reservation will be ① .

�．While we try to ensure that all information, particularly times and prices, displayed on

our websites are accurate errors may occur. If we discover an error in a price you

have purchased, we will try to inform you as soon as possible and give you the option

of either reconfirming your purchase at the correct price or cancelling it.

Cancellation under these circumstances will entitle you to a full refund of any sums

you have paid.

�．Our boats depart promptly at 12:30 for our public lunch cruise and Sunday Lunch

Jazz, 15:30 for our afternoon tea cruise and 20:00 for our public dinner cruise. We

cannot return to the pier for any late guests. We do not offer a pick up service at any

other points. We are unable to offer a refund or an alternative date if you were to miss

your cruise.

Cancellation Policy

Groups of 1-9 guests: We require a minimum of 48 hours notice in order to offer a full

refund. Cancellations received less than 48 hours prior to the cruise will incur 100%

cancellation fee.

Groups of 10-20 guests: We require a minimum notice period of 8 days to offer a full

refund on cancellation; between 7 and 2 days in advance, a 25% charge will apply to

cancellation or any number reductions. Cancellations received less than 48 hours prior to

the cruise will incur 100% cancellation fee.
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問17. 英文の内容から、本文中の ① に入る最も適切な単語は次のうちどれか。

a. confirmed b. effective c. invalid d. accepted

問18. 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) クルーズは定期運航のみで、貸切運航は受付していない。

(イ) クルーズの乗船には予約が必要で、確認済の予約にはクルーズ会社から�桁の照会

コードが付与される。

(ウ) 10 歳の子供は、ディナークルーズには乗船できないが、ランチクルーズには乗船で

きる。

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

問19. この条件書に基づき、大人15名で予約した団体が、クルーズ乗船日の5日前に 5名を取

り消し10名で参加した場合、この団体がクルーズ会社に支払う取消料を含む総額で正しい

ものは次のうちどれか。（大人1名あたりのクルーズ代金を￡100とする。）

a. ￡1,000 b. ￡1,125 c. ￡1,375 d. ￡1,500

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) ウェブサイト上に掲載された代金の誤りにクルーズ会社が気づき、誤った代金で予約

したお客様にその旨を通知した結果、お客様がその予約を取り消した場合、支払った

代金の全額が返金される。

(イ) お客様が予約したクルーズに乗り遅れた場合、クルーズ会社はクルーズ代金の返金は

しないが、別の日の同じクルーズへの振替は行う。

(ウ) 20 名までの予約については、予約をした人数にかかわらず、お客様が乗船日の前日

に予約を取り消した場合、クルーズ会社は取り消した人数分のクルーズ代金全額を取

消料として収受する。

a. (ア) (イ) b. (ア) (ウ) c. (イ) (ウ) d. (ア) (イ) (ウ)
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第�問 次の英文は、イギリス リバプールのビートルズゆかりの地を訪ねるバスツアーの案内（抜

粋）である。これを読み、問 21.の設問について、該当するものを選択肢から一つ選び、問

22.〜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すべて選び、解答用

紙にマークしなさい。 （配点 �点×�）

Tours start at the Albert Dock ― meet your guide at the Magical Mystery Tour Ticket

Office in Anchor Courtyard just a few metres from the bus stop where you will get on

board the colourful Magical Mystery Tour coach for an unforgettable 2 hour tour. See the

Beatles childhood homes, schools and colleges and get up close to places that inspired

some of their most memorable songs. Youʼll be kept entertained along the way by one of

our professional Beatles Guides and some of their tunes.

The tour finishes at the legendary Cavern Club where you can enjoy live music every

afternoon from the Cavernʼs resident musicians. Your tour ticket also gives you free

general admission to the Cavern Club in the evening of your tour date. Please note this

does not include entrance for ticketed shows in the Cavern Live Lounge.

Tickets are ￡18.95 per person. Group ticket for 10 also available.

① to transport regulations every person on board the Magical Mystery Tour

requires a ticket (including children). A complimentary ticket can be organized for

children under the age of 2 (subject to availability). Please call our ticket office directly if

you would like to book for a child 0151 703 9100.

Tours depart regularly from 10:00 am daily. More tours are added during busier times.

Check times and ticket availability for more information. Please note there will be no tours

on 25, 26 December, or 1 January.

Printed translations of the tour are available in Portuguese, Russian, Chinese, French,

German, Italian, Japanese and Spanish for just ￡1 per copy at the Ticket Office.

Toilets−the majority of the tour is through the suburbs of Liverpool and there are no

public toilets en route. There are toilets at Britannia Pavilion, Albert Dock before you join

the tour or at the Cavern Club at the end of the tour.

注）Cavern Club キャバーンクラブ。ビートルズが初期の頃このクラブで演奏していた。
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問21. 英文の内容から、本文中の ① に入る最も適切な単語は次のうちどれか。

a. Due b. How c. Request d. Up

問22. 次の記述のうち、英文の内容に合致しているものをすべて選びなさい。

a. ツアー参加者は、バスツアーのチケット売り場でツアーガイドと合流する。

b. ツアーチケットには、ツアー当日夜のキャバーンクラブへの入場とキャバーンライブラウン

ジでのショーの入場券の両方が含まれている。

c. ツアーはキャバーンクラブで終了するが、希望すればバスでツアー出発地点まで戻ることが

できる。

問23. 次の記述のうち、英文の内容に合致しているものをすべて選びなさい。

a. 10 名用のグループチケットがある。

b. 子供であってもツアー参加者には、それぞれチケットが必要である。

c. ツアーは毎日 10時から出発し、年中無休で催行される。

問24. 次の記述のうち、英文の内容に合致しているものをすべて選びなさい。

a. 繁忙期にはツアーが増発されるが、出発時間と空席状況の確認が必要である。

b. ツアー中は英語でガイドが行われるが、希望すれば印刷された日本語の案内も無料で入手で

きる。

c. ツアー出発前と終了後にはトイレが利用できる施設はあるが、ツアーの途中には公衆トイレ

がない。
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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。

ベルニナ アルプスに囲まれたスイス南東部オーバーエンガディン地方の国際的なリゾート

地 は、過去に�回の冬季オリンピックが開催された地で、ツェルマットとの間を

約�時間で結ぶ氷河特急（Glacier Express）の発着地でもある。

a. インターラーケン b. サン モリッツ c. ダヴォス d. ルツェルン

問26. 次の空欄に該当するものはどれか。

イタリア中部ウンブリア州にある は聖フランチェスコ生誕の地で、彼の死後、功

績を称えるために建てられた大聖堂内部では、ジョットによる 28 枚の壁画「聖フランチェ

スコの生涯」などの名画を鑑賞できる。

a. アッシジ b. サン ジミニャーノ c. シエナ d. ボローニャ

問27. 次の空欄に該当するものはどれか。

広大な氷河群が世界遺産に登録されているロス グラシアレス国立公園は、南米大陸南端パ

タゴニア地方のアルゼンチン、サンタクルス州に位置し、なかでも 氷河は、轟音

と共に崩れ落ちる巨大な氷塊や青白い流氷を見られることで知られている。

a. アレッチ b. タスマン c. ペリト モレノ d. ヨステダール

問28. 次の空欄に該当するものはどれか。

サンフランシスコ市街地の北、ゴールデンゲート ブリッジを渡った海岸沿いにある

は、リゾート感�れるお洒落な街で、ブリッジウェイ大通り周辺には、レストラ

ン、ブティック、アンティークショップなどが多く観光スポットとなっている。

a. カーメル b. サウサリート c. バークレー d. モントレー

問29. 次の空欄に該当するものはどれか。

メキシコ シティの北東約 50 kmに位置する は、紀元前�世紀から�世紀頃まで

栄えたといわれる古代都市遺跡で、死者の大通りを中心に太陽のピラミッドやケツァルコア

トルの神殿、月のピラミッドなどが計画的に配置されている。

a. ウシュマル b. チチェン イッツァ c. テオティワカン d. パレンケ
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問30. 次の空欄に該当するものはどれか。

日本の国立天文台がすばる望遠鏡を設置しているハワイ諸島の最高峰 は、年間を

通して晴天率が高く、世界有数の天体観測に適した地として知られ、山頂でのサンセットや

星空観測のツアーなどが楽しめる。

a. キラウエア山 b. ハレアカラ山 c. マウナ ケア山 d. マウナ ロア山

問31. 次の空欄に該当するものはどれか。

13 世紀にランナー王朝の都が置かれたタイ北部の中心都市で、「北方のバラ」と称される古

都 には、由緒ある寺院が多く点在しており、最も大きく格式のある寺院として

ワット プラシンが知られている。

a. アユタヤ b. スコータイ c. チェンマイ d. ホアヒン

問32. 次の空欄に該当するものはどれか。

北京市の北西部にあり、1860年英仏連合軍によって破壊されたものを西太后が再建した

には、広大な敷地に杭州の西湖を模して造られた昆明湖を中心に仁寿殿などのあ

る宮殿群、排雲殿や仏香閣のある万寿山などが巧みに配置されている。

a. 頤和園 b. 拙政園 c. 天壇公園 d. 豫園

問33. 次の空欄に該当するものはどれか。

ケニア南西部のマサイ マラ国立保護区は野生動物の宝庫として知られ、なかでもサバンナ

気候特有の雨季と乾季に合わせ、ヌーが大群をなして、タンザニア北部の との間

を大移動する光景は壮観である。

a. アンボセリ国立公園 b. セレンゲティ国立公園

c. ツァボ国立公園 d. ナイロビ国立公園

問34. 次の空欄に該当するものはどれか。

シドニーの西、約 100 kmに位置する 国立公園には、三姉妹が岩に姿を変えたと

いう伝説の残る奇岩スリー シスターズがあり、季節や時間帯により岩肌の色を変える幻想

的な景観をエコー ポイント展望台から楽しむことができる。

a. ウルル カタ ジュタ b. カカドゥ

c. ナンブング d. ブルー マウンテンズ

33



S-問題44-海外観光.smd  Page 3 18/09/10 16:09  v3.51

問35. 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) パリ市街が一望できるモンマルトルの丘に建つサクレ クール寺院は、ロマネスク・

ビザンチン様式の白亜の大寺院である。

(イ) ヴェネツィアのサン マルコ広場は三方を回廊のある建物に囲まれ、ビザンチン様式

のサン マルコ大聖堂やドゥカーレ宮殿が建ち、広場には鐘楼がそびえている。

(ウ) ライン河畔に建つケルン大聖堂はゴシック建築の傑作で、内部には美しいステンドグ

ラスや東方三博士の聖遺物を収めた黄金の棺などがある。

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

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) カナダ ノースウエスト準州の州都イエローナイフは、オーロラ帯の真下に位置し、

平らな土地で晴天率が高くオーロラ観賞に恵まれた地として知られている。

(イ) アメリカ アラスカ州のフェアバンクスは、オーロラの発生が年間 240日以上と多く、

近くのチナ温泉リゾートに滞在してオーロラ観賞を楽しむこともできる。

(ウ) フィンランド北部のリゾート地サーリセルカは、オーロラ観賞のほか、一年中サンタ

クロースに会えるサンタクロース村があることで知られている。

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

問37. 次の観光資源とその観光拠点となる都市及び国名との組合せから、正しいものだけをすべて

選んでいるものはどれか。

観光資源 観光拠点都市 国名

(ア) エレファンタ石窟群 − ムンバイ − インド

(イ) シュエダゴン パゴダ − ヤンゴン − ミャンマー

(ウ) ハロン湾 − ホーチミン − ベトナム

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

問38. トルコの観光地に関する次の記述から、正しいものだけをすべて選んでいるものはどれか。

(ア) イスタンブールは、北の黒海と南のアドリア海を結ぶボスポラス海峡によって東西に

分かれ、西側の旧市街にはトプカプ宮殿やアヤソフィアがある。

(イ) カッパドキアは中央部のアナトリア高原にあり、奇岩群の景観で知られ、ギョレメ地

区ではキリスト教徒の住居跡や洞窟教会跡が野外博物館として公開されている。

(ウ) 地中海に面したリゾート地アンタルヤには、古い城壁が一部遺る旧市街のカレイチ地

区や美しいマリーナがあり、近郊にはペルゲ、スィデの古代遺跡がある。

a. (ア) (イ) b. (ア) (ウ) c. (イ) (ウ) d. (ア) (イ) (ウ)
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問39. 次の下線部a.〜d.のうち、誤っているものはどれか。

フランス北西部ノルマンディー地方には、印象派の巨匠モネの連作のモチーフとなった大聖

堂のある古都 a. ルーアン、「モネの邸宅と庭園」のある b. ジヴェルニー、第二次大戦後に

再建された街並みが世界遺産に登録された近代的な港湾都市 c. エトルタ、木組みの家が立

ち並ぶセーヌ川河口の古い港町 d. オンフルールなどがある。

問40. 次の下線部a.〜d.のうち、誤っているものはどれか。

音楽の都ウィーンには、ワルツの曲名で知られる a. ドナウ川が流れ、b. 国立歌劇場をはじ

め多数の劇場やコンサートホール、バイオリンを弾く金色の c. ヨハン シュトラウス像、

d. モーツァルトの生家など、音楽に関わる見どころが尽きない。

問41. 次の下線部a.〜d.のうち、誤っているものはどれか。

カンボジアのシェムリアップには、同国の国旗にも描かれている a. アンコール ワットやア

ンコール トムの中心にある寺院 b. ベン メリア、東洋のモナ リザとして知られるデバター

（神像）のある c. バンテアイ スレイ、ガジュマルの根が遺跡を覆い尽くすような姿の d. タ

プローム寺院など、クメール王朝の遺跡群が多く遺されている。

問42. 次の下線部a.〜d.のうち、誤っているものはどれか。

台湾の観光地には、衛兵交代を見ることができる台北の a. 忠烈祠、台湾映画のロケ地とし

ても知られ、海を望む山の斜面に細い路地や急な石段、古い家並みが連なる台北近郊の

b.九份、オランダ人に創設され、プロビンティア城ともいわれていた台南の c. 赤
せっ

崁
かん

楼
ろう

、極

彩色の龍虎塔が湖畔に建つ高雄の d.日月潭などがある。

問43. スペインにおける次の作品と作者及びその作品のある施設（都市）との組合せのうち、正し

いものをすべて選びなさい。

作 品 作 者 施 設（都 市)

a. オルガス伯爵の埋葬 − エル グレコ − サント トメ教会（トレド）

b. ゲルニカ − ピカソ − ピカソ美術館（バルセロナ）

c. ラス メニーナス − ベラスケス − プラド美術館（マドリード）

問44. 次の作品のうち、ルーブル美術館に収蔵されているものをすべて選びなさい。

a. ナポレオン一世の戴冠式と皇妃ジョゼフィーヌの戴冠（ダヴィッド）

b. 晩鐘（ミレー）

c. 民衆を導く自由の女神（ドラクロワ）
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第�問 以下の問 45.〜問 47.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 48.〜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 2018年 11月 1日（木）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. サイパン（SPN) 11 月�日 午後�時

b. サンフランシスコ（SFO) 10 月 31 日 午後�時

c. ハノイ（HAN) 11 月�日 午前 10 時

d. リスボン（LIS) 11 月�日 午前�時

問46. 東京（HND）〜ミュンヘン（MUC）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 NH 217 2018 年 10 月 26 日 東京 12：30 発 ミュンヘン 17：20 着

復路 NH 218 2018 年 11 月�日 ミュンヘン 20：00 発 東京 15：40 ＋�着

往路 復路

a. 11 時間 50 分 − 11 時間 40 分

b. 11 時間 50 分 − 12 時間 40 分

c. 12 時間 50 分 − 11 時間 40 分

d. 12 時間 50 分 − 12 時間 40 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. クロアチア − 非加盟 − ユーロ

b. スイス − 非加盟 − スイス フラン

c. スウェーデン − 加盟 − スウェーデン クローナ

d. フィンランド − 非加盟 − ユーロ
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問48. 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. カナダ − YVR − YYC

b. スイス − GVA − ZRH

c. タイ − BKK − CNX

問49. 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. AC − Air China

b. CA − China Airlines

c. CX − Cathay Pacific Airways

問50. 資料5．OAGフライトスケジュール（抜粋）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. 全日空は、羽田発と成田発の便がある。

b. フィリピン航空を利用してジャカルタまで行く便は、週�日のみ運航している。

c. 日本航空は、ガルーダインドネシア航空とコードシェアをしている。

d. 出発日の翌日にジャカルタに到着する便は、羽田発の便のみである。

問51. 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. デッキプラン（Deck Plan）とは、各階層ごとに船室やレストラン、シアターなどの配置が

表示されている船内の平面見取り図のことをいう。

b. クルーズ ディレクター（Cruise Director）とは、船内イベントやエンターテインメントな

どクルーズ中のレクリエーションの企画、演出、運営の責任者のことをいう。

c. ライフボートドリル（Life Boat Drill）とは、旅客が 24 時間以上船内にいることが予定され

る航海を行う船舶に、出港前または出港後直ちに実施することが義務付けられている非常時

の緊急避難訓練のことをいう。
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問52. 2018年 10月 14日（日）に、次の国内各都市より航空機で当日中に東京で乗り継ぎそれ

ぞれの目的地に行く場合、資料6．OAG（抜粋）Minimum connecting times 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 14日に運航しているものとす

る。）

出発地

国 内 線

便名(着空港ターミナル、着時刻) 最終目的地

国際線(乗継便)

便名(発空港ターミナル、発時刻)

a. 札幌 NH 054（HNDD2 11：05) − シンガポール SQ 011 （NRT1 14：45)

b. 大阪 JL 3002（NRT2 09：20) − パリ AF 275（NRT1 10：35)

c. 福岡 7G 044 （HNDD1 13：45) − ロサンゼルス DL 006（HNDI 15：15)

d. 沖縄 GK 312（NRT3 10：00) − ロンドン BA 006（NRT2 12：55)
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