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③国内旅行実務

第�問 以下の問 1.〜問 15.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

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×20)

問1. 次の空欄に該当するものはどれか。

石狩川沿いに続く断崖絶壁の には、柱状節理の巨大な岩壁が屏風のように並ぶ

「大函・小函」と呼ばれる壮大な景観や白糸のように優美な「銀河の滝」、力強く流れ落ちる

「流星の滝」などがある。

a. 神居古潭 b. 層雲峡 c. 天人峡 d. 豊平峡

問2. 次の空欄に該当するものはどれか。

岩手県田野畑村にある陸中海岸を代表する は、200 mの切り立った断崖が約

�kmに渡って連なりを見せる景勝地で、三陸復興国立公園に属している。

a. 唐桑半島 b. 北山崎 c. 碁石海岸 d. 浄土ヶ浜

問3. 次の空欄に該当するものはどれか。

東京都の上野公園にある は、建築家ル コルビュジエが設計した日本で唯一の建

築物で、フランスをはじめ日本を含む�か国において、本年�月に世界文化遺産に登録され

た 17 の建築物のひとつである。

a. 旧岩崎邸庭園 b. 国立科学博物館

c. 国立西洋美術館 d. 東京国立博物館

問4. 次の空欄に該当するものはどれか。

JR 東日本の「GENBI SHINKANSEN（現美新幹線）」は、世界最速の芸術鑑賞ができる

「走る美術館」として 新幹線で週末と休日を中心に運行されている。

a. 秋田 b. 上越 c. 東北 d. 山形
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問5. 次の空欄に該当するものはどれか。

真田昌幸によって築城された は、徳川の軍勢を二度にわたり退けた名城として名

高く、城跡公園として整備されている園内には、現在、NHKで放映中の「真田丸」の大河

ドラマ館がある。

a. 上田城 b. 小諸城 c. 沼田城 d. 松代城

問6. 次の空欄に該当するものはどれか。

本年�月にG7伊勢志摩サミットが開催された賢島のある は、真珠の養殖地とし

て知られ、伊勢志摩国立公園に属している。

a. 英虞湾 b. 尾鷲湾 c. 五ヶ所湾 d. 的矢湾

問7. 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で知られる は、「旧金毘羅大芝居」として国の重要

文化財に指定されており、毎年春には「四国こんぴら歌舞伎大芝居」が開催され、全国から

多くの歌舞伎ファンが訪れる。

a. 内子座 b. 金丸座 c. 康楽館 d. 八千代座

問8. 次の空欄に該当するものはどれか。

瀬戸内海に浮かぶ には、建築家の安藤忠雄氏が設計した建物の大半が地下に埋設

された地中美術館があり、クロード モネ、ジェームズ タレルなどの作品が展示されている。

a. 生口島 b. 因島 c. 小豆島 d. 直島

問9. 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、札幌から車で約�時間のところにある本年開湯 150周年の a. 定山渓

温泉、函館空港に近く津軽海峡に面した海岸側と松倉川に沿ってある b.湯の川温泉、屈斜

路湖と摩周湖の中間に位置する c. 十勝川温泉、マリモが生息することで知られる湖畔にあ

る d.阿寒湖温泉などがある。

問10. 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、日本三大稲荷のひとつといわれる a. 笠間稲荷神社、ブロンズ製立

像としては世界最大でギネスブックにも登録されている b.牛久大仏、朝夕に山肌の色を変

えるところから「紫峰」とも呼ばれる c. 筑波山、徳川斉昭が藩校として創設した d.史跡足

利学校などがある。
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問11. 次の下線部a.〜d.のうち、誤っているものはどれか。

和歌山県の観光地等には、千畳敷の南海岸を約�kmにわたり続く高さ約 50 mの断崖 a. 三

段壁、洞窟風呂の「忘帰洞」で知られる b. 白浜温泉、滝そのものが飛瀧神社の御神体とな

っている c. 那智の滝、串本町の海岸から大島に向かって約 850 mの列をなして大小 40余

りの岩柱がそそり立つ d.橋杭岩などがある。

問12. 次の下線部a.〜d.のうち、誤っているものはどれか。

中国の旧正月を祝う行事「春節祭」を起源とする冬の祭典 a. 長崎ランタンフェスティバル

が催される長崎市には、市街の夜景が一望できる標高約 330 mの b.稲佐山、国内で現存す

る最古のゴシック調の教会 c. ザビエル記念聖堂、炭鉱の島で岸壁が島全体を囲い鉄筋コン

クリートが立ち並ぶ外観から軍艦島と呼ばれる d.端島などがある。

問13. 東北地方の観光地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

a. 十和田湖畔の子ノ口から焼山までの約 14 kmにわたる奥入瀬渓流では、銚子大滝や有名な

「阿修羅の流れ」などがある。

b. 抱返り渓谷は雄物川の支流玉川に続く渓谷で、「神の岩橋」や「回顧の滝」がある紅葉の名

所として知られている。

c. 猊
げい

鼻
び

渓
けい

は北上川の支流砂鉄川沿いの渓谷で、「猊鼻追分」を船頭が唄う舟下りがある。

d. 磊
らい

々
らい

峡
きょう

は名取川中流の峡谷で、近くには「仙台の奥座敷」として知られる遠刈田温泉があ

る。

問14. 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) 岡山県高
たか

梁
はし

市にある竹田城は、現存する天守の中で最も高いところにある山城である。

(イ) 島根県隠岐島にある国賀海岸は、日本海の激しい海食作用によって、東西約�kmに

わたり断崖、絶壁、洞窟が続く海岸である。

(ウ) 嚴島神社の鮮やかな朱色の平安絵巻を思わせる寝殿造りの海上社殿は、平清盛によっ

て現在の姿に造営された。

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

問15. 沖縄県の島とその島に所在する観光地等の組合せのうち、誤っているものはどれか。

a. 久米島 − 上江洲家

b. 宮古島 − 川平湾

c. 石垣島 − 旧宮良殿内

d. 西表島 − マリユドゥの滝
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問16. 次の観光地等のうち、札幌市に所在しているものをすべて選びなさい。

a. 大通公園 b. 神威岬 c. 羊ケ丘展望台 d. 藻岩山

問17. 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. 祖谷のかずら橋 − 眉山

b. 栗林公園 − 寒霞渓

c. 松山城 − 石手寺

d. 桂浜 − 龍河洞

問18. 次の温泉地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. 三朝温泉 − 白兎海岸

b. 温泉津温泉 − 青海島

c. 湯郷温泉 − 鞆の浦

問19. 次の温泉地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. 天ヶ瀬温泉 − 金鱗湖

b. 雲仙温泉 − 平戸城

c. 人吉温泉 − 仙巌園

問20. 次のうち、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界文化遺産に登録されている資産

をすべて選びなさい。

a. 金城町の石畳道 b. 守礼門

c. 玉陵 d. 園比屋武御嶽石門
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第�問 国内航空に関する以下の問 21.〜問 23.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. 全日空の小児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. 満�歳の小児は、大人に同伴され座席を使用しない場合、大人�名につき�名まで無料であ

る。

b. 満 12 歳の小学生は、小児運賃が適用される。

c. 小児運賃の航空券を予約便出発以降に取り消し、払い戻しをした場合、大人普通運賃の取消

手数料および払戻手数料の半額が適用される。

d. 小児運賃の航空券を搭乗日の�日前に予約した場合、当該航空券の支払い期限は予約便出発

時刻の 20 分前までである。

問22. 以下の eチケットお客さま控に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

123456
20

10:30 1 2 : 0 0

511

(1/1)

0123
SAPPORO/SHIN-CHITOSE

00 2016年○月○日

ジャタ　イチロウ様（ 35歳）

スーパー先得
¥17,990
有効期限 : 2 0 1 6 年 9 月 2 0 日
※予約便に限り有効

札幌／新千歳

★★★★★

※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. 搭乗日当日、出発空港において予約便より前の便に空席がある場合、予約便を変更すること

ができる。

b. 搭乗日当日、出発空港において予約便のファーストクラスに空席がある場合、ファーストク

ラス料金を支払うことによりファーストクラスに変更することができる。

c. �月 10 日に取り消し、払い戻しをした場合、取消手数料は(17,990 円−290 円)×50 ％＝

8,850 円である。

d. 予約便出発時刻までに予約便の取り消しをした場合、払戻期限は�月 30 日である。
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問23. 以下の eチケットお客様控を9月 20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。

ジャタ　イチロウ様
9月  30日

F U K U O K A

旅割 4 5

福岡
243 8:30

123

¥19, 190

123 456 789

  発行日  ○-○-○

  発行所 (☆☆☆)

航空券有効期限  1.2016年 9月30日

※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. (19,190 円−290 円)×60 ％＝11,340 円

19,190 円−430 円−11,340 円＝7,420 円 7,420 円

b. (19,190 円−290 円)×50 ％＝9,450 円

19,190 円−430 円−9,450 円＝9,310 円 9,310 円

c. (19,190 円−290 円)×40 ％＝7,560 円

19,190 円−430 円−7,560 円＝11,200 円 11,200 円

d. (19,190 円−290 円)×30 ％＝5,670 円

19,190 円−430 円−5,670 円＝13,090 円 13,090 円
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第�問 旅客鉄道（JR）に関する以下の問 24.〜問 31.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 32.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×�)

問24. 乗車券類の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

a. 大人の片道運賃が 670 円の区間を、小児が往復する場合の運賃は 660 円である。

b. 大人に随伴された幼児が特急列車の普通車指定席を幼児だけで使用する場合、小児の乗車券

と特急券が必要である。

c. 大人�人と幼児�人が普通列車の普通車自由席を利用する場合、大人�人分と小児�人分の

乗車券が必要である。

d. 小児�人と幼児�人が普通列車の普通車自由席を利用する場合、小児�人分の乗車券が必要

である。
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問25. 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、大人片道普通旅客運賃で正し

いものは次のうちどれか。

［行程］

作並

絢

仙山線(幹線) 絢

営業キロ 28.7 km
仙台

絢

東北新幹線 絢

営業キロ 361.9 km
新青森

絢

北海道新幹線 絢

営業キロ 38.5 km
奥津軽いまべつ

※作並は仙台市内に属する駅である。

※新青森は JR東日本と JR北海道の境界駅である。

営業キロ（運賃計算キロ) 旅客運賃

361 〜 380 km 6,260 円

381 〜 400 km 6,480 円

401 〜 420 km 6,800 円

421 〜 440 km 7,020 円

【本州内 JR�社の幹線用普通運賃表】（抜粋）

【JR 北海道内の幹線用普通運賃表】（抜粋）

営業キロ（運賃計算キロ) 旅客運賃

36 〜 40 km 740 円

【JR 北海道内の加算額表】（抜粋）

境界駅からの

営業キロ（運賃計算キロ）
加算額

36 〜 40 km 70 円

a. 361.9 km＋38.5 km＝400.4 km 6,800 円 ①

38.5 km 70 円 ②

①＋②＝ 6,870 円

b. 361.9 km 6,260 円 ①

38.5 km 740 円 ②

①＋②＝ 7,000 円

c. 28.7 km＋361.9 km＋38.5 km＝429.1 km 7,020 円 ①

38.5 km 70 円 ②

①＋②＝ 7,090 円

d. 28.7 km＋361.9 km＝390.6 km 6,480 円 ①

38.5 km 740 円 ②

①＋②＝ 7,220 円
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問26. 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、特急料金と

グリーン料金の合計額で正しいものは次のうちどれか。

[行程］

浜松

絢

｢ひかり号｣ 絢

グリーン車
営業キロ 108.9 km

名古屋

絢

｢のぞみ号｣ 絢

グリーン車
営業キロ 528.2 km

広島

絢

｢こだま号｣ 絢

普通車指定席
営業キロ 132.8 km

新山口

※浜松〜広島間の通算営業キロは 637.1 kmである。

浜松

3,000 円 名古屋

5,810 円 5,390 円 広島

6,340 円 5,810 円 3,000 円 新山口

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

名古屋

5,810 円 広島

【東海道・山陽新幹線「のぞみ号」の指定席特急料金（通常期）】（抜粋）

営業キロ 100 kmまで 200 kmまで 400 kmまで 600 kmまで 800 kmまで

グリーン料金 （略） 2,750 円 （略） 5,300 円 6,480 円

【JR 東海・JR西日本（北陸新幹線を除く）のグリーン料金】（抜粋）

a. 特急料金 6,340 円＋(5,810 円−5,390 円)−520 円＝6,240 円 ①

グリーン料金 6,480 円 ②

①＋②＝ 12,720 円

b. 特急料金 6,340 円＋(5,810 円−5,390 円)−520 円＋200 円＝6,440 円 ①

グリーン料金 6,480 円 ②

①＋②＝ 12,920 円

c. 特急料金 6,340 円＋(5,810 円−5,390 円)＝6,760 円 ①

グリーン料金 6,480 円 ②

①＋②＝ 13,240 円

d. 特急料金 3,000 円−520 円＋5,810 円−520 円＋3,000 円＋200 円＝10,970 円 ①

グリーン料金 2,750 円＋5,300 円＝8,050 円 ②

①＋②＝ 19,020 円
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問27. 次の行程を大人1人が、通常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〜

東室蘭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

営業キロ 148.8 km
新函館北斗

絢

特急｢北斗号｣ 絢

営業キロ 171.6 km
東室蘭

新青森

4,450 円 新函館北斗

【北海道新幹線「はやぶさ号」指定席特急料金（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 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） 2,680 円

【JR 北海道の A特急料金（通常期）】（抜粋）

a. 2,250 円÷�＝1,125 円或 1,120 円

2,680 円÷�＝1,340 円

1,120 円＋4,450 円＋1,340 円＝6,910 円 6,910 円

b. 2,680 円÷�＝1,340 円

2,250 円＋4,450 円＋1,340 円＝8,040 円 8,040 円

c. 2,250 円÷�＝1,125 円或 1,120 円

1,120 円＋4,450 円＋2,680 円＝8,250 円 8,250 円

d. 2,250 円＋4,450 円＋2,680 円＝9,380 円 9,380 円
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問28. 以下の行程を大人1人が、通常期に普通車指定席を利用して同日中に乗り継ぐ場合、特急

「(ワイドビュー)南紀号」の特急料金で正しいものは次のうちどれか。

[行程］

岡山

絢

新幹線｢のぞみ号｣絢
名古屋

絢

特急｢(ワイドビュー)南紀号｣ 絢

営業キロ 44.1 km
(河原田)

伊勢鉄道
(津)

営業キロ 19.1 km
松阪

※伊勢鉄道は、JRの各駅と通過連絡運輸の取扱いを行っている。

※名古屋〜河原田間と津〜松阪間の通算の営業キロは 63.2 kmである。

営業キロ 50 kmまで 100 kmまで

指定席特急料金 1,270 円 1,700 円

【JR 東海の A特急料金（通常期）】（抜粋）

区間 特急料金

河原田〜津 310 円

【伊勢鉄道の特急料金】（指定席特急料金と自由席特急料金の区分なし）

a. (1,700 円＋310 円)÷�＝1,005 円或 1,000 円 1,000 円

b. 1,700 円÷�＋310 円＝1,160 円 1,160 円

c. (1,270 円＋310 円＋1,270 円)÷�＝1,425 円或 1,420 円 1,420 円

d. (1,270 円＋1,270 円)÷�＋310 円＝1,580 円 1,580 円
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問29. 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。（グランクラス料金の適用方は、JR時刻表抜粋の

記号を参照のこと。）

［行程］

宇都宮

絢

｢やまびこ147号」 絢

グランクラス

営業キロ 242.3 km

仙台 (新青森)

絢

｢はやぶさ29号」 絢

グランクラス

営業キロ 361.9 km 営業キロ 148.8 km

新函館北斗

※宇都宮〜新青森間の通算営業キロは 604.2 kmである。

【JR 時刻表抜粋】

交通新聞社発行 JR時刻表(2016年�月号より抜粋)

営業キロ 100 kmまで 200 kmまで 300 kmまで
301 km〜

700 kmまで

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

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

【JR 東日本内相互発着区間のグランクラス料金】

営業キロ 100 kmまで 200 kmまで

グランクラス料金(A) （略） 7,890 円

グランクラス料金(B) （略） 5,840 円

【JR 北海道内のグランクラス料金】

a. (7,200 円−1,030 円)＋(5,840 円−1,030 円)＝10,980 円 10,980 円

b. (9,250 円−1,030 円)＋(5,840 円−1,030 円)＝13,030 円 13,030 円

c. (9,250 円−1,030 円)＋(7,890 円−1,030 円)＝15,080 円 15,080 円

d. {(6,180 円＋9,250 円)−1,030 円}

＋(7,890 円−1,030 円)＝21,260 円 21,260 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. 盛 岡
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. 仙 台
新幹線「はやぶさ号」

新青森
普通列車

青 森
特急「つがる号｣

弘 前

c. 名古屋
新幹線「のぞみ号」

新大阪
普通列車

大 阪
特急「はまかぜ号｣

香 住

d. 福 山
新幹線「こだま号」

新倉敷
普通列車

倉 敷
特急「やくも号｣

米 子

13



DKIU-S問題31-国内運賃.smd  Page 10 16/09/16 09:12  v3.20

問31. 以下の JR券を 5月 19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. 24,660 円×0.3＝7,398 円 或 7,390 円

24,660 円−7,390 円＝17,270 円 17,270 円

b. (8,220 円＋6,860 円)×0.3＝4,524 円 或 4,520 円

24,660 円−4,520 円＝20,140 円 20,140 円

c. (5,650 円＋3,930 円)×0.3＝2,874 円 或 2,870 円

24,660 円−2,870 円＝21,790 円 21,790 円

d. 24,660 円−330 円−330 円＝24,000 円 24,000 円
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問32. 交通新聞社発行JR時刻表（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. 特急「スーパーまつかぜ�号」の日曜日の松江到着時刻は�時35分である。

b. 特急「サンライズ出雲」の寝台はすべて個室である。

c. 特急「やくも�号」のグリーン車はすべて指定席、普通車は指定席と自由席がある。
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交通新聞社発行JR時刻表（2016年 6月号より抜粋）
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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 5.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。

・各設問において、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。

・各旅程は、往路・復路とも同一予約クラスの運賃を適用するものとする。

・TYO/HNL間の運賃は、TYO/CHI間の運賃より安価なため運賃表の掲載を省略している。

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： この旅程に適用する運賃は下記�種類のうちいずれかとする。

ANAエコノミークラス割引運賃「Basic Plus M運賃」（予約クラス：M)

ANAエコノミークラス割引運賃「Basic Plus U運賃」（予約クラス：U)

ANAエコノミークラス割引運賃「Value H運賃」（予約クラス：H)

ANAエコノミークラス割引運賃「Value W運賃」（予約クラス：W)

4．運賃・規則： 資料編参照

5．運賃計算上の折り返し地点： CHI

6．各区間のTPMとMPM：

・各区間TPM TYO−6283(PA)−CHI−4242−HNL−3831(PA)−TYO

・MPM TYO−CHI 7539(PA)

〈参考〉TPM合計 CHI−HNL−TYO 8073

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。
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問1. 以下の条件（1．〜 3．）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)−CHICAGO(CHI) NH012 22AUG(月) 10：45 08：25

CHICAGO(CHI)−TOKYO(NRT) NH113 26AUG(金) 17：25 20：20+1

2．予約完了日・発券日：2016 年�月�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。

往 路 復 路

a. 195,000 円×�/� ＋ 155,000 円×�/�

b. 195,000 円×�/� ＋ 215,000 円×�/�

c. 275,000 円×�/� ＋ 215,000 円×�/�

d. 275,000 円×�/� ＋ 275,000 円×�/�

問2. 以下の条件（1．〜 3．）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)−CHICAGO(CHI) NH114 01AUG(月) 17：10 14：45

CHICAGO(CHI)−TOKYO(NRT) NH011 10AUG(水) 11：00 13：55+1

2．予約完了日・発券日：2016 年�月 20 日(水)

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。

往 路 復 路

a. 195,000 円×�/� ＋ 135,000 円×�/�

b. 195,000 円×�/� ＋ 195,000 円×�/�

c. 255,000 円×�/� ＋ 195,000 円×�/�

d. 275,000 円×�/� ＋ 195,000 円×�/�
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問3. 以下の条件（1．〜 3．）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)−CHICAGO(CHI) NH114 10AUG(水) 17：10 14：45

CHICAGO(CHI)−HONOLULU(HNL) UA219 14AUG(日) 09：15 13：20

HONOLULU(HNL)−TOKYO(NRT) NH183 16AUG(火) 11：25 14：40+1

2．予約完了日・発券日：2016 年�月�日(火)

3．予約の変更：CHI 滞在中に CHI / HNL間を�月 14 日(日)から�月 13 日(土)の UA219

便の同一予約クラスに変更が可能なものとする。

往 路 復 路

a. 295,000 円×�/� ＋ 265,000 円×�/�

b. 295,000 円×�/� ＋ 265,000 円×�/�×1.10

c. 295,000 円×�/� ＋ 265,000 円×�/�＋30,000 円

d. 295,000 円×�/� ＋ 265,000 円×�/�×1.10＋30,000 円
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問4. 以下の条件（1．〜 3．）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)−CHICAGO(CHI) NH114 10AUG(水) 17：10 14：45

CHICAGO(CHI)−HONOLULU(HNL) UA219 14AUG(日) 09：15 13：20

HONOLULU(HNL)−TOKYO(NRT) NH183 17AUG(水) 11：25 14：40+1

2．予約完了日・発券日：2016 年�月�日(木)

3．予約の変更：CHI 滞在中に CHI / HNL間を�月 14 日(日)から�月 13 日(土)の UA219

便の同一予約クラスに変更が可能なものとする。

往 路 復 路

a. 295,000 円×�/� ＋ 265,000 円×�/�×1.10

b. 295,000 円×�/� ＋ 265,000 円×�/�＋30,000 円

c. 341,000 円×�/� ＋ 341,000 円×�/�×1.10

d. 341,000 円×�/� ＋ 341,000 円×�/�×1.10＋30,000 円

問5. 上記問4．で発券した航空券について、往路最初の区間の予約便出発時刻までに取り消しの

連絡を行わず、予約発券した旅行会社を通じて2016年8月 11日(木)に払い戻し手続きを

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かかる取扱手数料は考慮しないものとする。）

a. 取り消し手数料なしで払い戻し可能

b. 20,000 円の取り消し手数料を支払い、払い戻し可能

c. 30,000 円の取り消し手数料を支払い、払い戻し可能

d. 払い戻し不可
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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 6.〜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

・各設問において、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(HND)−LONDON(LON) JL043 18OCT(火) 11：20 15：50

LONDON(LON)−COPENHAGEN(CPH) BA814 21OCT(金) 09：55 12：50

COPENHAGEN(CPH)−FRANKFURT(FRA) LH825 23OCT(日) 10：00 11：30

FRANKFURT(FRA)−BASEL(BSL) LH1204 25OCT(火) 12：50 13：35

BASEL(BSL)−PARIS(PAR) 地上運送機関利用

PARIS(PAR)−TOKYO(NRT) JL416 29OCT(土) 21：55 16：30+1

2．クラス・人員： エコノミークラス・大人 1名

3．適用運賃： JALエコノミーセイバー運賃

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−6214(TS)−LON−589−CPH−422−FRA−176−BSL−244−PAR

−6194(TS)−TYO

・MPM TYO−FRA 7113(TS) TYO−CPH 6762(TS)

7．航空券の予約完了日・発券日： 2016年	月�日(木)

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

TYO−LON−CPH−FRA

FRA−BSL−PAR−TYO

7225

6614

TYO−LON−CPH

CPH−FRA−BSL−PAR−TYO

6803

7036
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問6. この旅程において、運賃計算上の折り返し地点を FRAとした場合、往路の運賃算出のため

の計算式はどれか。

a. 394,000 円×�/�＋10,000 円＋10,000 円

b. 414,000 円×�/�＋10,000 円＋10,000 円

c. 394,000 円×�/�×1.05＋10,000 円＋10,000 円

d. 414,000 円×�/�×1.05＋10,000 円＋10,000 円

問7. この旅程において、運賃計算上の折り返し地点を FRAとした場合、復路の運賃算出のため

の計算式はどれか。

a. 434,000 円×�/�＋10,000 円

b. 434,000 円×�/�＋10,000 円＋10,000 円

c. 439,000 円×�/�＋10,000 円

d. 439,000 円×�/�＋10,000 円＋10,000 円

問8. この旅程において、運賃計算上の折り返し地点をCPHとした場合、復路の運賃算出のため

の計算式はどれか。

a. 434,000 円×�/�＋10,000 円＋10,000 円

b. 439,000 円×�/�＋10,000 円＋10,000 円

c. 434,000 円×�/�×1.05＋10,000 円＋10,000 円

d. 439,000 円×�/�×1.05＋10,000 円＋10,000 円
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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.について、該当するものを

選択肢から一つ選び、以下の問 10.〜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. 都道府県知事が住民基本台帳法の規定により旅券の発給を申請する者に係る都道府県知事保

存本人確認情報のうち、個人番号以外のものを利用するときは、申請に必要な書類のうち、

住民票の写しの提示又は提出を要しないものとすることができる。

b. 申請者がその配偶者を通じて旅券の発給申請に係る書類及び写真を提出して、旅券の発給申

請をしようとする場合は、国内においては都道府県知事に申請書類等提出委任申出書の提出

を要しない。

c. 旅券の名義人が有効な旅券を返納の上、記載事項変更用の一般旅券発給申請書で発給申請を

した場合、新たに発給される旅券の有効期間は、当該返納旅券の残存有効期間と同一である。

d. 旅券の名義人が当該旅券を紛失し、遅滞なく、国内においては都道府県に出頭の上都道府県

知事を経由して外務大臣に届出をする場合には、紛失一般旅券等届出書�通に、紛失の事実

を証明し、又は疎明する書類及び当該旅券の名義人の写真を添えて、提出しなければならな

い。
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問10. 次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。

a. 残存有効期間が�年未満となった旅券を返納の上、旅券の発給申請をする場合、国内におい

ては都道府県知事が、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。

b. 同一の戸籍内にある�人以上の者が同時に旅券の発給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したとき、他の者は戸籍謄本又は戸籍抄本の提出を要しない。

c. 旅券の記載事項に変更を生じた者であって、記載事項変更用の一般旅券発給申請書で旅券の

発給申請ができるのは、名義人の氏名、本籍の都道府県名、生年月日及び性別の変更に限ら

れる。

問11. 次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。

a. 署名する能力のない乳児が発給申請者である場合、当該発給申請者の法定代理人は一般旅券

発給申請書の所持人自署欄に当該発給申請者の氏名を自書して行うことができ、その記名に

当たっては当該法定代理人が行ったものであることを明らかにしなければならない。

b. 有効な旅券を返納の上、新たに旅券の発給申請をする場合、申請が受理されたときに当該返

納旅券は失効する。

c. 旅券の名義人は、当該旅券に関して、�回に限り査証欄の増補を申請することができる。

問12. 旅券の発給申請をするに当たり、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次の書類のうち、1点のみでよいとされているものをすべて選びな

さい。

a. 個人番号カード

b. 学生証で写真をはり付けたもの

c. 運転経歴証明書（交付年月日が平成 24 年�月�日以降のもの）

d. 一般旅券発給申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
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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が受けたみなし再入国許可の有効期間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. 中長期在留者が受けたみなし再入国許可の有効期間は、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. 特別永住者が受けたみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から�年である。

c. 短期滞在の在留資格をもって在留する外国人が指定旅客船を利用して受けたみなし再入国許

可の有効期間は、出国の日から 15日（在留期間の満了の日が出国の日から 15日を経過する

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。
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問14. 20 歳以上の日本人旅行者がフランスで購入した物品の本邦の通関に関する次の記述のうち、

誤っているものをすべて選びなさい。

a. 海外市価が 10万円の腕時計�個と�万円のハンドバッグ�個のみを輸入する場合、申告価

格の 26万円のうち、腕時計�個が課税対象となる。

b. 香水�オンスのみを輸入する場合、免税の範囲を超える�オンスについては、課税価格に対

し 15 ％が課税される。

c. 海外市価が�万円のウイスキー(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。

問15. ロンドンで購入した物品を別送し、帰国時に別送品申告する場合、次の記述のうち、正しい

ものをすべて選びなさい。

a. 別送品の外装、送り状などには、「別送品（Unaccompanied Baggage）」と明確に表示しな

ければならない。

b. 別送品は、旅行者本人を受取人としなければならない。

c. 別送品を携帯して輸入する物品と合わせて免税範囲の適用を受けようとするときは、帰国時

に携帯品・別送品申告書�通を税関に提出し申告しなければならない。

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、植物検疫の対象となるものをす

べて選びなさい。

a. イギリスから持ち帰ったバラのドライフラワー

b. ハワイから持ち帰ったパイナップルの生果実

c. 韓国から持ち帰った白菜のキムチ
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第�問 次の英文は、ABC国際空港における国際線乗り継ぎ時間を利用したガイド付無料ツアーに

関する案内（抜粋）である。これを読み、以下の問 17.の設問について、該当するものを選

択肢からすべて選び、以下の問 18.〜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×�)

FREE GUIDED TOURS FOR TRANSIT PASSENGERS

If you have at least 5.5 hours to spare till your connecting flight, join one of our free 2.5

hours guided tours with 2 short stopovers. The Heritage Tour runs 4 times daily and the

City Sights Tour runs 2 times daily.

How to register

�．When you arrive at ABC Airport, please ① the transit area and do not clear

immigration as the registration booth is located in the transit area.

�．Present your passport, boarding passes and valid entry visa (if applicable) at the

registration booth.

�．Registration will close 1 hour before the tour start time and participants will be

guided as a group to clear immigration before the tour starts.

Eligibility Requirements and Notes

�．You are a transit passenger in ABC Airport.

�．Your layover period is at least 5. 5 hours and less than 24 hours, and your flight

schedule fits in with our tour timing requirements.

�．Availability of seats is on a first-come-first-served basis.

�．Tour itinerary may be changed, depending on weather and traffic conditions.

�．Transit passengers are allowed to enter and exit the country once during their

layover period, as per guidelines stipulated by The Immigration Bureau.

Therefore, ②passengers are not able to join more than 1 tour.

Heritage Tour

Tour Start Time Your Flight Departure

9:00 am After 1:30 pm

11:30 am After 4:00 pm

2:30 pm After 7:00 pm

3:30 pm After 8:00 pm

City Sights Tour

Tour Start Time Your Flight Departure

6:00 pm After 10:30 pm

7:30 pm After 12 midnight
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問17. 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. ガイド付き無料ツアーは、「史跡巡りツアー」と「市内観光ツアー」があり、いずれもツア

ーの所要時間は同じである。

b. ガイド付き無料ツアーの参加登録ブースは、トランジットエリアにある。

c. ガイド付き無料ツアーは、締切り時間が定められておらず、空席がある限りツアー出発直前

まで参加登録が可能である。

d. ガイド付き無料ツアーの参加登録をした旅客は、ツアー出発前にグループとして案内されて

入国審査を受ける。

問18. 英文の内容から、本文中の ① に入る最も適切な語句は次のうちどれか。

a. go out b. leave from c. prepare for d. remain in

問19. 英文の内容から、午後6時発の「市内観光ツアー」に参加登録ができない旅客だけをすべ

て選んでいるものはどれか。

(ア) 午前 11 時 30 分発の「史跡巡りツアー」に参加した旅客

(イ) ABC空港到着時刻が午後�時で、乗継便の出発時刻が同日の午後 11 時 30 分の旅客

(ウ) ABC空港到着時刻が午後�時で、乗継便の出発時刻が翌日の午後�時の旅客

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

問20. 英文の内容から、下線部②passengers are not able to join more than 1 tour の根拠と

なるものは次のうちどれか。

a. ガイド付き無料ツアーの日程が、天候や交通事情によって変更になる場合があるため。

b. 入国管理局のガイドラインに規定されているため。

c. ガイド付き無料ツアーの参加登録は、先着順であるため。

d. ガイド付き無料ツアーは、ABC空港の到着時刻が早い旅客から優先して受け付けるため。
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第�問 次の英文は海外の豪華観光列車の予約に関する案内（抜粋）である。これを読み、以下の

問 21.の設問について、該当するものを選択肢からすべて選び、以下の問 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一つ選び、解答用紙にマークしなさい。

(配点 �点×�)

The European Express

A work of art in itself and a true Art Deco icon, the legendary “The European Express” is

one of the worldʼs most famous luxury trains. Step aboard and experience truly elegant

travel, wrapped in timeless romance.

Booking and Paying For Your Arrangements

Subject to availability, a booking will be made with us when

⑴ you tell us that you would like to accept our written or verbal quotation, and

⑵ you pay us the applicable deposit being 15％ of the cost of your arrangements (or if

booking within 56 days of departure full payment), and

⑶ we issue a confirmation invoice.

A binding contract will ①come into existence as soon as we have issued a confirmation

invoice confirming the details of your booking and the due payment dates for any

applicable balance to be paid which will be sent to you or your travel agent.

If there are 12 or more passengers in your party, payments must be made as follows : 15％

of the cost of your arrangements is payable on booking, a further 35％ of such cost is

②due 90 days before departure (if your booking is made between 90 and 56 days from

departure, you will be required to pay 50％ of the cost of your arrangements on booking)

and the balance is due 56 days before departure (if your booking is made less than 56 days

before departure, you will be required to pay the entire cost of your arrangements at the

time of your booking).
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問21. 次の記述から、英文の内容に合致しているものをすべて選びなさい。

a. 旅客が、書面または口頭による代金を了承したうえで、所定の金額を支払い、予約確認書兼

請求書が発行された時に予約は完了する。

b. 団体割引運賃は 12名以上のグループに設定されている。

c. 予約確認書兼請求書には、予約の詳細と残金の支払期日が記されている。

問22. 20 名の団体で豪華観光列車の予約を100日前にした場合、出発までの代金の支払手順に

ついて、英文の内容と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) 予約時に代金総額の 15 ％を支払わなければならない。

(イ) 出発の 90 日前までに更に代金総額の 35 ％を支払わなければならない。

(ウ) 出発の 56 日前までに代金総額の残額を支払い、代金総額の支払いを完了しなければ

ならない。

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

問23. 英文の内容から、本文中の下線部①come into existence と最も近い意味となる語句は次

のうちどれか。

a. be cleared b. be sent c. become void d. take effect

問24. 下線部②dueとほぼ同じ意味で使用されている本文中の単語は次のうちどれか。

a. applicable b. entire c. full d. payable
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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。

フランス南東部プロヴァンス地方の は 14 世紀に教皇庁が置かれていた古都で、

城壁に囲まれた旧市街には城塞のような教皇宮殿があり、城壁の外側を流れるローヌ川には、

半壊したままの石造りのアーチ橋、サン ベネゼ橋があることでも知られている。

a. アヴィニョン b. アルル

c. エクス アン プロヴァンス d. マルセイユ

問26. 次の空欄に該当するものはどれか。

フィレンツェにあるウフィツィ美術館は、イタリアルネサンス絵画のコレクションでは質量

ともに世界有数の美術館であり、レオナルド ダ ヴィンチの やボッティチェリの

「春」、「ヴィーナスの誕生」などの作品が展示されている。

a. 「岩窟の聖母」 b. 「最後の晩餐」 c. 「受胎告知」 d. 「モナ リザ」

問27. 次の空欄に該当するものはどれか。

ボヘミア王国の首都として栄えたプラハは、「百塔の町」などと呼ばれ、中央を流れるヴル

タヴァ（モルダウ）川にかかるゴシック様式の は、両側の欄干に聖人像が並ぶプ

ラハ最古の美しい石橋である。

a. イエナ橋 b. カレル橋 c. セーチェーニ橋 d. リアルト橋

問28. 次の空欄に該当するものはどれか。

エーゲ海の南端にあり、三日月のような形をした には、急峻な斜面に真っ白な建

物が建ち並ぶフィラや白壁に青い屋根の教会と夕日の絶景でも知られるイアなどの見どころ

があり、島の観光には名物のロバタクシーも利用できる。

a. クレタ島 b. サントリーニ島 c. ミコノス島 d. ロードス島
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問29. 次の空欄に該当するものはどれか。

本年 90歳の誕生日を迎えた英国のエリザベス女王が週末の邸宅として滞在する

は、ロンドンの西、テムズ川南岸に築かれた城郭で、ウィリアム�世が 11 世紀に要塞を築

いたのが基となっている。

a. ウィンザー城 b. エディンバラ城

c. ケンジントン宮殿 d. ホリールード宮殿

問30. 次の空欄に該当するものはどれか。

ダイヤモンド取引の中心地としても知られるベルギーの には、児童文学の名作

「フランダースの犬」にも出てくる 17世紀の画家ルーベンスの最高傑作「キリストの昇架」、

「キリストの降架」などの祭壇画で有名なノートルダム大聖堂がある。

a. アントワープ b. ゲント c. ブリュッセル d. ブルージュ

問31. 次の空欄に該当するものはどれか。

カリフォルニア州で�番目に人口が多い には、のどかな気候や美しいビーチの他、

種類の多さを誇る動物園とサファリパーク、シーワールド、レゴランドなどの魅力あるテー

マパークがあることでも知られている。

a. オークランド b. サンディエゴ c. サンフランシスコ d. ロサンゼルス

問32. 次の空欄に該当するものはどれか。

メキシコ南東部のカリブ海沿岸、ユカタン半島の北東突端に位置する は、1970

年代に政府主導により開発された一大リゾート地で、世界文化遺産のチチェン イッツァな

どマヤ文明遺跡への観光拠点のひとつにもなっている。

a. アカプルコ b. カンクン c. グアダラハラ d. ロス カボス

問33. 次の空欄に該当するものはどれか。

バンコクの北約 440 kmにあり、タイ族による最初の王朝が置かれた には、多

数の仏塔や礼拝堂、ブッダ像を有する王室寺院のワット マハタートや四方を壁に囲まれた

巨大な仏像のあるワット シーチュムなどの仏教遺跡群が点在している。

a. アユタヤ b. スコータイ c. チェンマイ d. チェンライ
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問34. 次の空欄に該当するものはどれか。

デカン高原北西部を蛇行するワゴーラ川が湾曲した渓谷の崖にある 石窟群には、

インド美術史上貴重な壁画や彫刻があり、なかでも蓮華手菩薩の壁画は傑作といわれており、

アウランガーバードがその観光拠点である。

a. アジャンタ b. エレファンタ c. カジュラホ d. ジャイプール

問35. 次の空欄に該当するものはどれか。

アラブ首長国連邦の にあるパーム ジュメイラは、ペルシア湾の海上にヤシの木

のような形に造られた人工島で、ウォーターパークのある一大リゾート地として知られてい

る。

a. アブダビ b. ドーハ c. ドバイ d. バーレーン

問36. 次の空欄に該当するものはどれか。

エジプト南部にあり、アスワン ハイ ダムの建設による水没を避けるために移築された

は、入口にラムセス�世の巨像が�体並ぶ古代エジプトの岩窟神殿である。

a. アブ シンベル神殿 b. イシス神殿（フィラエ神殿）

c. カルナック神殿 d. ルクソール神殿

問37. 次の下線部a.〜d.のうち、誤っているものはどれか。

南シナ海と a. アンダマン海を結ぶ主要航路となる b. マラッカ海峡にあり、貿易船の寄港地

として発展したペナン島は、世界文化遺産地区の c. ジョホール バルのほかに、島の北部に

は d. バトゥ フェリンギなどのビーチがあることでも知られている。

問38. 次の山岳観光とその観光拠点及び展望台の組合せから、正しいものだけをすべて選んでいる

ものはどれか。

山岳観光 観光拠点 展望台

(ア) マッターホルン観光 − ツェルマット − ゴルナーグラート

(イ) ユングフラウ観光 − インターラーケン − ピラトゥス

(ウ) モンブラン観光 − シャモニー − エギーユ デュ ミディ

a. (ア) (イ) b. (ア) (ウ) c. (イ) (ウ) d. (ア) (イ) (ウ)
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問39. 北米大陸にあるナイアガラの滝に関する次の記述から、誤っているものだけをすべて選んで

いるものはどれか。

(ア) エリー湖の水がオンタリオ湖に注ぐ、その途中のナイアガラ川にできた巨大な滝であ

る。

(イ) カナダ滝とアメリカ滝の�つからなり、両滝とも世界自然遺産に登録されている。

(ウ) ジャーニー ビハインド ザ フォールズは、ナイアガラの滝観光のアトラクションの

ひとつで、遊覧船で滝の間近まで行き、その豪快さを楽しむことができる。

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

問40. 中国の観光地等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) 四川省北部にある九寨溝は、原生林の中に五花海など大小 100 以上の湖沼や渓流、瀑

布が続く景勝地で、ジャイアントパンダの生息地でもある。

(イ) シルクロードの要衝として栄えた敦煌の南郊には、石窟群の多さから「千仏洞」と呼

ばれる龍門石窟があり、仏教芸術の宝庫となっている。

(ウ) 雲南省北西部に位置し、氷河をいただく玉龍雪山の麓に広がる麗江古城は、世界で唯

一の生きた象形文字のトンパ文字をもつナシ族が多く居住していることで知られる。

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

問41. 台湾の観光地等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) 士林夜市は台中市最大規模の夜市で、食べ歩きができる屋台街や買い物が楽しめる露

店街がある。

(イ) 高雄には市内を流れる愛河や大繁華街三多商圈などがあり、郊外には龍虎塔が湖畔に

建つ蓮池潭や台湾の西湖ともいわれている澄清湖がある。

(ウ) 台北の東にあり、海を臨む山の斜面に細い路地や急な石段、古い家並みが連なる九份

は、映画のロケ地としても知られる観光地である。

a. (ア) (イ) b. (ア) (ウ) c. (イ) (ウ) d. (ア) (イ) (ウ)
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問42. アフリカの観光地等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) 世界三大瀑布のひとつとして知られているヴィクトリアの滝は、ジンバブエとザンビ

アの国境にあり、幅約 1,700m、落差約 108 mの壮大な世界自然遺産である。

(イ) タンザニアのンゴロンゴロ保全地域では、巨大なカルデラの火口原に広がる草原で、

ゾウ、クロサイをはじめ多数の野生動物が生息している。

(ウ) オランダ統治時代の面影を遺す南アフリカ共和国のヨハネスブルクは、テーブルマウ

ンテンの麓にあり、その南方にはバスコ ダ ガマがインド航路を開いたことで有名な

喜望峰がある。

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

問43. 次のハワイ州の各島とその空港及び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。

島名 空港 観光地等

a. オアフ島 − ホノルル空港 − ダイヤモンド ヘッド

b. カウアイ島 − リフエ空港 − ナパリ コースト

c. ハワイ島 − コナ空港 − ラハイナ

d. マウイ島 − カフルイ空港 − ハレアカラ国立公園

問44. 次のオーストラリアでのオプショナルツアー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。

a. グリーン島とアウターリーフツアー − ケアンズ

b. フィリップ島ペンギンパレード − メルボルン

c. ブルーマウンテンズ観光 − シドニー

d. サンセット ピナクルズツアー − ダーウィン

35



DKIU-S問題45-海外その他実務.smd  Page 1 16/09/16 09:13  v3.20

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 2016年 10月 9日（日）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. サンクトペテルブルク（LED) 10 月�日 午前�時

b. ヘルシンキ（HEL） 10 月�日 午前�時

c. リオデジャネイロ（RIO） 10 月�日 午前�時

d. リマ（LIM） 10 月�日 午後 10 時

問46. 2016年 10月 9日（日）に全日空172便成田 17時 25分発を利用してサンノゼ（SJC）

に 10時 50分に到着した場合、サンノゼの到着月日と成田〜サンノゼ間の所要時間との組

合せのうち、正しいものはどれか。

到着月日 所要時間

a. 10 月�日 − �時間 25 分

b. 10 月 10 日 − �時間 25 分

c. 10 月�日 − 10 時間 25 分

d. 10 月 10 日 − 10 時間 25 分

問47. 次の区間とその区間を走行している鉄道との組合せのうち、誤っているものはどれか。

区間 鉄道

a. ツェルマット〜サンモリッツ − グレッシャー エクスプレス（氷河特急)

b. マドリード〜リスボン − AVE

c. ミラノ〜ローマ − ITALO

d. 桃園〜台中 − 台湾高速鉄路
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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. アメリカ − BOS − WAW

b. スペイン − BCN − SVQ

c. ベトナム − DAD − SGN

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. DL − Delta Air Lines

b. LO − LOT Polish Airlines

c. MU − Air Macau

問50. 東京発パリ行の航空便に関する次の記述のうち、誤っているものをすべて選びなさい。

a. 出発日の翌日にパリに到着する便は、エールフランスのみである。

b. 羽田発と成田発の便があるのは、日本航空のみである。

c. SU 261 便は、モスクワで機材を変更する。

d. 月・木・土曜日発のアエロフロート ロシア航空は、乗り継ぎ便のみの運航である。

問51. 2016年 11月 12日（土）にそれぞれの出発地からバンクーバーを経由して、当日中に東

京行きの航空機に乗り継ぐ場合、Minimum connecting times に適合しているものをす

べて選びなさい。（すべての乗り継ぎ便は、11月 12日に運航しているものとする。）

出発地
出発地〜バンクーバー

便名(着ターミナル、着時刻)

バンクーバー〜東京

便名(発ターミナル、発時刻)

a. ヴィクトリア（YYJ） 8P 635 (YVRS 12：00） JL 017 (YVRM 13：10）

b. シアトル（SEA） AS 2304 (YVRM 12：45） AC 003 (YVRM 13：50）

c. カルガリー（YYC） AC 215 (YVRM 14：13） NH 115 (YVRM 15：05）

問52. 宿泊等に関する次の記述のうち、誤っているものをすべて選びなさい。

a. 「ADA room」とは、アメリカにおいて身体障がい者用客室のことをいう。

b. 「ハーフボード」とは、室料と朝食に、昼食または夕食のいずれかが含まれたプランのこと

をいう。

c. 「イングリッシュ ブレックファスト」とは、パンとコーヒーまたは紅茶の簡単な朝食のこ

とをいう。
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