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※※ 注 意 ※※

1．開始の合図があるまで、問題用紙は開かないでください。

2．
受験区分がAの受験者は、③国内旅行実務と④海外旅行実務を解答してください。

受験区分がBの受験者は、③国内旅行実務を解答してください。

受験区分がC、Eの受験者は、④海外旅行実務を解答してください。

3．解答用紙の解答欄は、左側が③国内旅行実務、右側が④海外旅行実務となります。

4．解答は問題の指示に従い、解答用紙の解答欄にマークしてください。

5．頁の欠落や印刷の不鮮明なものがありましたら、着席したまま手を挙げてください。

問題の内容に関する質問にはお答えできません。

6．試験問題、資料等一部試験用に設定された箇所があります。

7．試験問題の配点は、問題用紙及び解答用紙に明示しています。

8．本試験問題は、特段のことわりのない限り、原則として平成 26 年�月�日を基準日としています。

9．本年度の合格基準については、試験結果発表時（平成 26 年 11 月 21 日予定）に受験者に郵送で通

知します。なお、受験者個人の解答状況及び得点等に関してはお答えできません。

10．試験不合格者のうち、試験科目「国内旅行実務」「海外旅行実務」のそれぞれの科目の合格基準に

達した人は、翌年度の試験に限り、合格基準に達した科目の受験を免除します。試験結果通知の際、

試験不合格を通知するとともに、当該科目の合否についても通知をします。

11．出題の根拠となる法令・規則に関しては、平成 26 年�月�日現在施行、有効なものとします。

【平成26年10月12日】

総合旅行業務取扱管理者試験問題用紙

④海外旅行実務

17 頁〜 34 頁

資料編 1頁〜 7頁
④海外旅行実務

B

13：30 〜 14：50

（80 分）

A

受 験 区 分
(受験番号の頭の
アルファベット)

1 頁〜 16 頁③国内旅行実務
13：30 〜 15：30

（120 分）

C、E

問 題 用 紙受 験 科 目試 験 時 間

第

時

限

目

2

1 頁〜 16 頁③国内旅行実務
13：30 〜 14：10

（40 分）

17 頁〜 34 頁

資料編 1頁〜 7頁

③-④
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③国内旅行実務

第�問 国内航空に関する以下の問 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、解答用紙にマークしなさい。 (配点 �点×�)

問1. 日本航空の小児および幼児に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

a. 満 12 歳の小学生は、小児普通運賃を適用することができる。

b. 小児普通運賃で同一路線を有効期間内に往復する場合は、往復割引が適用される。

c. 小児普通運賃の払戻手数料は、大人の半額である。

d. 大人に同伴され座席を使用しない�歳未満の幼児は、同伴者�人につき�人が無料である。

問2. 以下の eチケットお客様控に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ジャタ　イチロウ様
6月  8日

6月 10日
2014年  6月  8日
2014年  6月 10日

a. 往路の搭乗後に復路を取り消した場合、既に搭乗した区間は往復の割引運賃は適用されず、

片道運賃が適用される。

b. 往路の搭乗後、�月�日に復路の予約を�月 11 日発の便に変更することはできない。

c. �月�日に往路・復路ともに取り消し、払い戻しをした場合の取消手数料は不要である。

d. �月�日に往路・復路ともに取り消し、払い戻しをした場合の払戻手数料は、一区間につき

430 円であるため 860 円である。
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問3. 以下の eチケットお客様控を9月 1日に取り消し、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（ 30歳）

9月18日 511便

10：30発

2014年09月18日

12：05着

¥17,790

★★★★

※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. 上記 e チケットの取消手数料は、当該運賃の 50 ％相当額であるため、

17,790 円×0.5＝8,895 円或 8,900 円

17,790 円−430 円−8,900 円＝8,460 円 8,460 円

b. 上記 e チケットの取消手数料は、当該運賃の 50 ％相当額であるため、

(17,790 円−290 円)×0.5＝8,750 円

17,790 円−430 円−8,750 円＝8,610 円 8,610 円

c. 上記 e チケットの取消手数料は、当該運賃の 50 ％相当額であるため、

17,790 円×0.5＝8,895 円或 8,900 円

17,790 円−8,900 円＝8,890 円 8,890 円

d. 上記 e チケットの取消手数料は、当該運賃の 50 ％相当額であるため、

(17,790 円−290 円)×0.5＝8,750 円

17,790 円−8,750 円＝9,040 円 9,040 円
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第�問 旅客鉄道（JR）に関する以下の問 4.〜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。 (配点 �点×�)

問4. 団体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. 普通団体に適用される運賃の割引率は、10 ％で通年同じである。

b. 小学生と引率の教職員で構成される学生団体に適用される運賃の割引率は、小学生、教職員

ともに 30 ％で通年同じである。

c. 大人 15 人で構成される普通団体の場合、�人は運賃・料金が無賃扱いとなる。

d. 学生 98 人と引率の教職員�人で構成される 100 人の学生団体の場合、�人は運賃・料金が

無賃扱いとなる。
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問5. 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〕

門司港

絢

鹿児島本線 絢

営業キロ 11.0 km
小倉

絢

山陽新幹線 絢

営業キロ 67.2 km
博多

絢

九州新幹線 絢

営業キロ 210.1 km
出水

※門司港は北九州市内に属する駅で、北九州市内の中心駅は小倉である。

※この行程では、小倉〜博多間が JR西日本、門司港〜小倉間と博多〜出水間が JR九州である。

【本州内 JR�社の幹線用普通運賃表】（抜粋）

営業キロ（運賃計算キロ)

261 km〜280 km

281 km〜300 km

片道運賃

4,750 円

5,080 円

【JR 九州内の加算額表】（抜粋）

40 円

加算額

11 km〜 15 km

営業キロ（運賃計算キロ)

181 km〜260 km 320 円

～ （略）

a. 67.2 km＋210.1 km＝277.3 km 4,750 円 ①

210.1 km 320 円 ②

①＋②＝ 5,070 円

b. 67.2 km＋210.1 km＝277.3 km 4,750 円 ①

11.0 km 40 円 ②

210.1 km 320 円 ③

①＋②＋③＝ 5,110 円

c. 11.0 km＋67.2 km＋210.1 km＝288.3 km 5,080 円 ①

11.0 km＋210.1 km＝221.1 km 320 円 ②

①＋②＝ 5,400 円

d. 11.0 km＋67.2 km＋210.1 km＝288.3 km 5,080 円 ①

11.0 km 40 円 ②

210.1 km 320 円 ③

①＋②＋③＝ 5,440 円
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問6. 以下の行程を大人1人が、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〕

東京

絢

「のぞみ号」 絢

普通車自由席
岡山

絢

「こだま号」 絢

普通車自由席
新尾道

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

新尾道

岡山6,340 円

東京

6,900 円 2,250 円

【東海道・山陽新幹線「のぞみ・みずほ号」普通車指定席特急料金（通常期）】（抜粋）

岡山6,860 円

東京

a. 6,900 円−520 円＝6,380 円 6,380 円

b. 6,900 円＋(6,860 円−6,340 円)−520 円＝6,900 円 6,900 円

c. (6,340 円−520 円)＋(2,250 円−520 円)＝7,550 円 7,550 円

d. (6,860 円−520 円)＋(2,250 円−520 円)＝8,070 円 8,070 円
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問7. 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当日中に乗り継ぐ場合、特急

「スーパーはくと号」の特急料金で正しいものは次のうちどれか。

〔行程〕

東京

絢

新幹線「のぞみ号｣絢
姫路

絢

特急「スーパーはくと号」 絢

営業キロ 34.8 km
(上郡)

智頭急行
(智頭)

営業キロ 71.7 km
倉吉

※智頭急行は、JRの各駅と通過連絡運輸の取扱いを行っている。

※姫路〜上郡間と智頭〜倉吉間の通算の営業キロは 106.5 kmである。

【JR 西日本の A特急料金（通常期）】（抜粋）

2,350 円

150 kmまで

1,700 円

100 kmまで

1,270 円

50 kmまで営業キロ

指定席特急料金

【智頭急行の指定席特急料金】

全線 520 円

a. (2,350 円＋520 円)÷�＝1,435 円或 1,430 円 1,430 円

b. 2,350 円÷�＝1,175 円或 1,170 円

1,170 円＋520 円＝1,690 円 1,690 円

c. (1,270 円＋520 円＋1,700 円)÷�＝1,745 円或 1,740 円 1,740 円

d. (1,270 円＋1,700 円)÷�＝1,485 円或 1,480 円

1,480 円＋520 円＝2,000 円 2,000 円
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問8. 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、

グリーン料金及びグランクラス料金の合計額で正しいものは次のうちどれか。

〔行程〕

郡山

絢

「やまびこ号」グリーン車 絢

営業キロ 125.1 km
仙台

絢

「はやぶさ号」グランクラス 絢

営業キロ 361.9 km
新青森

※郡山〜新青森間の営業キロは 487.0 kmである。

【東北新幹線「やまびこ号」指定席特急料金（通常期）】（抜粋）

新青森4,740 円

仙 台

5,270 円

郡 山

【東北新幹線「はやぶさ号」指定席特急料金（通常期）】（抜粋）

新青森4,950 円

仙 台

【JR 東日本内のグリーン料金・「はやぶさ号」のグランクラス料金】（抜粋）

営業キロ 200 kmまで 300 kmまで 500 kmまで

グリーン料金 2,060 円 （略） 4,110 円

グランクラス料金 （略） （略） 9,250 円

a. 特急料金 5,270 円＋(4,950 円−4,740 円)−520 円＝4,960 円 ①

グリーン料金・グランクラス料金 4,110 円＋(9,250 円−4,110 円)＝9,250 円 ②

①＋②＝ 14,210 円

b. 特急料金 5,270 円＋(4,950 円−4,740 円)＋200 円−520 円＝5,160 円 ①

グリーン料金・グランクラス料金 4,110 円＋(9,250 円−4,110 円)＝9,250 円 ②

①＋②＝ 14,410 円

c. 特急料金 5,270 円＋(4,950 円−4,740 円)−520 円＝4,960 円 ①

グリーン料金・グランクラス料金 2,060 円＋9,250 円＝11,310 円 ②

①＋②＝ 16,270 円

d. 特急料金 5,270 円＋(4,950 円−4,740 円)＋200 円−520 円＝5,160 円 ①

グリーン料金・グランクラス料金 2,060 円＋9,250 円＝11,310 円 ②

①＋②＝ 16,470 円
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問9. 以下の行程を大人1人が、閑散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〕

宇都宮

絢

東北新幹線「やまびこ号」 絢

普通車指定席
仙台 (盛岡)

絢

東北・秋田新幹線「こまち号」 絢

普通車指定席
秋田

※盛岡〜秋田間の営業キロは、127.3 kmである。

【東北新幹線「やまびこ号」指定席特急料金（通常期）】（抜粋）

3,110 円5,270 円

宇都宮

3,990 円 仙 台

盛 岡

【東北・秋田新幹線「こまち号」指定席特急料金（通常期）】（抜粋）

盛 岡3,320 円

仙 台

【東北新幹線にまたがって乗車する場合の田沢湖線・奥羽本線の指定席特急料金（通常期）】（抜粋）

営業キロ

指定席特急料金

100 kmまで

(略)

150 kmまで

1,650 円

a. 5,270 円＋(3,320 円−3,110 円)−200 円＝5,280 円 ①

1,650 円−200 円＝1,450 円 ②

①＋②＝ 6,730 円

b. 5,270 円＋(3,320 円−3,110 円)−200 円＝5,280 円 ①

1,650 円−140 円＝1,510 円 ②

①＋②＝ 6,790 円

c. 3,990 円＋3,320 円−200 円＝7,110 円 ①

1,650 円−200 円＝1,450 円 ②

①＋②＝ 8,560 円

d. 3,990 円＋3,320 円−200 円＝7,110 円 ①

1,650 円−140 円＝1,510 円 ②

①＋②＝ 8,620 円

8
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問10. 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、特急料金で

正しいものは次のうちどれか。

〔行程〕

米原

絢

「ひかり号」 絢

普通車自由席
新大阪 (博多)

絢

「みずほ号」 絢

普通車指定席
鹿児島中央

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

5,390 円6,340 円

米 原

3,000 円 新大阪

博 多

【山陽・九州新幹線「みずほ号」指定席特急料金（通常期）】（抜粋）

鹿児島中央

博 多5,700 円

新大阪

10,120 円 4,940 円

a. 6,340 円＋4,940 円＝11,280 円 11,280 円

b. 6,340 円＋(5,700 円−5,390 円)＋4,940 円＝11,590 円 11,590 円

c. (3,000 円−520 円)＋10,120 円＝12,600 円 12,600 円

d. (3,000 円−520 円)＋5,700 円＋4,940 円＝13,120 円 13,120 円

9
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問11. 以下の JR券を 7月 30日に払いもど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. 12,950 円×0.3＝3,885 円或 3,880 円

12,950 円−3,880 円＝9,070 円 9,070 円

b. (2,750 円＋3,090 円)×0.3＝1,752 円或 1,750 円

12,950 円−1,750 円＝11,200 円 11,200 円

c. 12,950 円−330 円×�＝12,290 円 12,290 円

d. 12,950 円−330 円＝12,620 円 12,620 円

10



DKIU-S問題34-1.mcd  Page 11 14/09/25 09:40  v6.20

問12. 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「サンライズ瀬戸号」には、一人用と二人用の B寝台個室がある。

b. 特急「しまんと�号」は、普通車の全車両が指定席である。

c. 特急「いしづち�号」は、宇多津駅で特急「しおかぜ�号」に併結する。

11
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交通新聞社発行JR時刻表（2014年 6月号より抜粋）

12
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第�問 以下の問 13.〜問 29.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 30.〜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。（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13. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

江差追分で知られる江差町からフェリーで約�時間 10 分のところにある には、

島のシンボルともいえるなべつる岩、モッ立岩、カブト岩などの海岸線の奇岩や過去に大き

な被害をもたらした地震の被害等を伝える津波館などがある。

a. 奥尻島 b. 天売島 c. 焼尻島 d. 利尻島

問14. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

新しい観光ルートとして、近年観光客が増加している北海道ガーデン街道には、上川町にあ

る大雪 森のガーデン、テレビドラマの舞台となった にある風のガーデン、帯

広市の南の中札内村にある六花の森など北海道の�つの美しいガーデンがある。

a. 釧路市 b. 美唄市 c. 富良野市 d. 夕張市

問15. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

世界文化遺産「富士山−信仰の対象と芸術の源泉」として登録された資産のうち、

は、富士五湖のひとつで、最西端にあり、この湖の北岸から撮影された写真が

現在の千円紙幣の裏面に描かれる逆さ富士のモデルとして知られている。

a. 河口湖 b. 西湖 c. 精進湖 d. 本栖湖

問16. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

木曽川沿いの小高い山の上にある は、「白帝城」ともよばれ、16 世紀に築かれ

たとされる天守が現存し、国宝に指定されている。

a. 犬山城 b. 岡崎城 c. 清洲城 d. 岐阜城

問17. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

旧暦の�月�日から 二月堂で行われていた修二会は、現在は�月�日から�週

間にかけて行われ、お水取り、お松明とも呼ばれる法会である。

a. 興福寺 b. 東大寺 c. 法隆寺 d. 薬師寺
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問18. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

雲海に包まれた天空の城として近年観光客が増加している竹田城跡は、兵庫県

にあり、山城遺跡として全国でもまれな完存する遺構であり、虎が臥せているように見える

ことから虎臥城とも呼ばれる。

a. 朝来市 b. 丹波市 c. 豊岡市 d. 宮津市

問19. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

長崎県の西方海上約 100 kmに大小多くの島からなる五島列島は、キリシタン文化や遣唐使

ゆかりの地などが残され、 の西側の海岸は、東シナ海の荒波を受け、海食崖が

つらなり、大瀬崎の断崖、嵯峨島の火山海食崖などは特に知られている。

a. 壱岐 b. 対馬 c. 平戸島 d. 福江島

問20. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

座間味島や のある慶良間諸島は、那覇市の西方にある大小 30余りの島々と岩

礁からなる島嶼群で、透明度の高い海域景観、サンゴ礁やザトウクジラの繁殖海域といった

多様な生態系が評価され、本年�月�日（サンゴの日）に慶良間諸島国立公園に指定された。

a. 粟国島 b. 伊江島 c. 久米島 d. 渡嘉敷島

問21. 次の下線部 a.〜d.のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

東京都には、芝浦と台場などを結ぶ吊り橋で首都高速道路、新交通システムのゆりかもめな

どが通る a. 東京ゲートブリッジ、不忍池や西郷隆盛の銅像、動物園、美術館などがある

b. 上野恩賜公園、ミシュランの三つ星に指定された c. 高尾山、自立式電波塔 634 mの

d.東京スカイツリーなどがある。

問22. 次の下線部 a.〜d.のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

日光市にある東照宮には、「日暮の門」と呼ばれる a. 唐門、「左甚五郎作」と伝えられる

b.眠り猫、「見ざる、言わざる、聞かざる」の c. 三猿、本地堂（薬師堂）の内陣天井に描か

れた d.鳴竜などがある。

問23. 次の下線部 a.〜d.のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

加賀百万石の城下町金沢には、藩祖前田利家公と正室お松の方を祀る a. 尾山神社、城下町

の風情が色濃く残る b.長町武家屋敷跡、日本三名園のひとつ c. 兼六園、金沢の台所として

古い歴史を持つ d.錦市場などがある。
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問24. 次の下線部 a.〜d.のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

沖縄県には、守�之邦の扁額が掲げられた a. 首里城の楼門守礼門、沖縄戦で犠牲となった

女学生と教師を慰霊した b. ひめゆりの塔、恩納村にある天然芝の広がる断崖からの眺望が

素晴らしい c. 今帰仁城跡、沖縄本島の最北端にある d.辺戸岬などがある。

問25. 東北の桜の名所として知られる市町村に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選び

なさい。

a. 津軽家の居城があった青森県弘前市

b. 武家屋敷が残る秋田県仙北市角館町

c. 石割桜で知られる岩手県北上市

d. 滝桜で知られる紅枝垂桜の福島県三春町

問26. 中部地方の観光地等に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

a. 新潟県村上市には、鮭の遡上する三面川や日本海に沈む夕日を眺めることができる瀬波温泉

がある。

b. 福井県越前市には、日本海に断崖、絶壁が約�kmに渡り続く国の名勝・天然記念物に指定

された東尋坊がある。

c. 長野県松本市には、国宝・松本城や国の重要文化財の旧開智学校などの歴史的な見どころも

ある。

d. 岐阜県高山市には、伝統的な工芸品として飛騨春慶塗などがあり、江戸時代の古い町並みが

保存されている。

問27. 四国地方の観光地等に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

a. 徳島県鳴門市には、渦潮で有名な鳴門海峡があり、大鳴門橋の遊歩道「渦の道」や観潮船で

雄大な渦潮を見ることができる。

b. 香川県小豆島は、オリーブの国内栽培の発祥地で、島内のオリーブ公園からは瀬戸の海を見

ることができる。

c. 愛媛県松山市は、俳人正岡子規の故郷で、子規記念博物館には子規に関する資料が展示され、

俳句ポストも市内に多数設置されている。

d. 高知県を流れる日本最後の清流と言われる吉野川には、増水したときに川に沈む欄干のない

沈下橋があり、見どころのひとつとなっている。
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問28. 東北地方の山岳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) 八甲田山は、青森市の南に連なる火山群で、十和田八幡平国立公園に属し、山麓には

酸ヶ湯温泉や蔦温泉がある。

(イ) 世界自然遺産 白神山地は、青森県と岩手県にまたがる山地帯で、日本最大のブナの

原生林で知られている。

(ウ) 出羽三山のひとつ月山は、磐梯朝日国立公園に属する信仰の山で、夏スキーが楽しめ

る山としても知られている。

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

問29. 中国地方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) 島根県津和野町にある太皷谷稲成神社の参道には、約1,000本の鳥居が連なっている。

(イ) 岡山市にある岡山城は、別名を烏城と呼ばれ、天守閣からは日本三名園のひとつ岡山

後楽園を見ることができる。

(ウ) 岩国市にある錦帯橋は、山口県最大の河川錦川に架かり、長崎市の眼鏡橋と同じアー

チ式石橋である。

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

問30. 次の観光地等と都道府県との組合せのうち、誤っている組合せをすべて選びなさい。

a. 太宰府天満宮 − 福岡県

b. 吉野ヶ里遺跡 − 長崎県

c. 通潤橋 − 熊本県

問31. 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. 袋田温泉 − 筑波山

b. 湯西川温泉 − 吹割の滝

c. 月岡温泉 − 尖閣湾

問32. 次の観光地等と代表的な特徴を説明した組合せのうち、正しい組合せをすべて選びなさい。

a. 松下村塾（萩市） − 吉田松陰を祀る松陰神社の境内にある。

b. 琴弾公園（観音寺市） − 寛永通宝の砂絵の銭形がある。

c. 桂浜（高知市） − 月の名所として名高く、坂本龍馬の銅像が立つ。

16



DKIU-S問題34-3.mcd  Page 1 14/09/25 09:43  v6.20

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

・各設問において、特定日加算額が必要な場合は、計算式に含めること。

・途中降機料金が必要な場合は、復路の計算式に含めること。

・JAL/AAダイナミックセイバー�にはタイプA〜F運賃が設定されているが、この設問に

おいては、タイプＡ運賃で算出すること。

・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 発 着

NARITA(TYO)−LOS ANGELES(LAX) J L 062 25AUG(月) 17：25 11：40

LOS ANGELES(LAX)−SAN FRANCISCO(SFO) AA 262 26AUG(火) 06：50 08：10

SAN FRANCISCO(SFO)−CHICAGO(CHI) AA 197 28AUG(木) 17：15 23：15

CHICAGO(CHI)−DALLAS(DFW) AA2329 30AUG(土) 14：30 16：50

DALLAS(DFW)−NARITA(TYO) J L7011 01SEP (月) 12：40 16：15+1

2．クラス・人員 エコノミークラス 大人�名

3．適用運賃 JAL／AAエコノミークラス普通運賃

JAL／AAエコノミーセイバー運賃

JAL／AAダイナミックセイバー� タイプA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と旅行形態 各設問に記載

6．各区間のTPMとMPM

・各区間TPM TYO−5458(PA)−LAX−339−SFO−1847−CHI−799−DFW−6436(PA)−TYO

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

7．航空券の予約完了日・発券日 2014 年�月 11 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)TPMの合計

TYO−LAX−SFO−CHI 7644 TYO−LAX−SFO−CHI−DFW 8443

CHI−DFW−TYO 7235
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問1. この旅程において、JAL／AAエコノミークラス普通運賃を適用した場合、全旅程の運賃算

出のための計算式はどれか。（運賃計算における折り返し地点と旅行形態は、DFWを折り

返し地点とする周回旅行である。）

往路 復路

a. 815,000 円×�/� ＋ 695,000 円×�/�

b. 815,000 円×�/�×1.10 ＋ 695,000 円×�/�

c. 877,000 円×�/� ＋ 695,000 円×�/�

d. 877,000 円×�/�×1.10 ＋ 695,000 円×�/�

問2. JAL／AAエコノミークラス普通運賃を適用した場合、DFWを折り返し地点とした旅程は、

周回旅行であるため、周回旅行の運賃計算規則に従ってCTM CHECK（Circle Trip

Minimum Fare Check）を行わなければならないが、その際のCTM（Circle Trip Mini-

mum Fare）となる運賃はどれか。

a. 695,000 円 b. 757,000 円 c. 815,000 円 d. 877,000 円

問3. この旅程において、JAL／AAエコノミーセイバー運賃を適用した場合、全旅程の運賃算出

のための計算式はどれか。（運賃計算における折り返し地点と旅行形態は、CHI を折り返し

地点とする周回旅行である。）

往路 復路

a. 354,000 円×�/� ＋ 314,000 円×�/�

b. 354,000 円×�/� ＋ 326,000 円×�/�

c. 354,000 円×�/�×1.05 ＋ 314,000 円×�/�

d. 354,000 円×�/�×1.05 ＋ 326,000 円×�/�

問4. この旅程において、JAL／AAダイナミックセイバー� タイプA運賃を適用した場合、

全旅程の運賃算出のための計算式はどれか。（運賃計算における折り返し地点と旅行形態は、

CHI を折り返し地点とする周回旅行である。）

往路 復路

a. 205,000 円×�/�＋30,000 円 ＋ 185,000 円×�/�＋10,000 円

b. 205,000 円×�/�＋30,000 円 ＋ 197,000 円×�/�＋10,000 円

c. 205,000 円×�/�×1.05＋30,000 円 ＋ 185,000 円×�/�＋10,000 円

d. 205,000 円×�/�×1.05＋30,000 円 ＋ 197,000 円×�/�＋10,000 円
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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

・各設問については、下記の適用条件及び各設問に与えられた条件（旅程・運賃計算上の折り

返し地点と旅行形態・予約完了日・発券日）に基づき、適用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、特定便加算額を必要とする場合は計算式に含めること。

・「ANAエコ割�」、「ANAスーパーエコ割」にはタイプA〜C運賃が設定されているが、こ

の設問においては、タイプA運賃で算出すること。

・「ANAエコ割スタンダードライト」「ANAエコ割�」「ANAスーパーエコ割」の各運賃間

の結合は規則上できない。

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の�種類のうちいずれかとする。

ANAエコ割スタンダードライト運賃

ANAエコ割� タイプA運賃

ANAスーパーエコ割 タイプA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と旅行形態

各設問に記載

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。
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問5. 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エコ割運賃算出のための

計算式はどれか。

1．旅程 発 着

NARITA(TYO)−PARIS(PAR) NH205 21SEP (日) 13：55 19：25

PARIS(PAR)−HANEDA(TYO) NH216 30SEP (火) 21：10 16：00+1

2．運賃計算上の折り返し地点と旅行形態 PARを折り返し地点とする往復旅行

3．予約完了日・発券日 2014 年	月 12 日(金)

往 路 復 路

a. 191,000 円×�/� ＋ 171,000 円×�/�

b. 191,000 円×�/� ＋ 171,000 円×�/�＋5,000 円

c. 331,000 円×�/� ＋ 311,000 円×�/�

d. 331,000 円×�/� ＋ 311,000 円×�/�＋5,000 円

問6. 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エコ割運賃算出のため

の計算式はどれか。

1．旅程 発 着

HANEDA(TYO)−PARIS(PAR) NH215 15SEP (月) 10：25 15：45

PARIS(PAR)−NARITA(TYO) NH206 17OCT(金) 17：30 12：10+1

2．運賃計算上の折り返し地点と旅行形態 PARを折り返し地点とする往復旅行

3．予約完了日・発券日 2014 年	月 10 日（水)

往 路 復 路

a. 188,000 円×�/�＋ 5,000 円 ＋ 150,000 円×�/�

b. 188,000 円×�/�＋ 5,000 円 ＋ 208,000 円×�/�

c. 331,000 円×�/�＋ 5,000 円 ＋ 331,000 円×�/�

d. 400,000 円×�/�＋10,000 円 ＋ 400,000 円×�/�
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問7. 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エコ割運賃算出のための

計算式はどれか。

1．旅程 発 着

HANEDA(TYO)−PARIS(PAR) NH215 14SEP(日) 10：25 15：45

PARIS(PAR)−HANEDA(TYO) NH216 19SEP(金) 21：10 16：00+1

2．運賃計算上の折り返し地点と旅行形態 PARを折り返し地点とする往復旅行

3．予約完了日・発券日 2014 年	月�日(水)

往 路 復 路

a. 208,000 円×�/� ＋ 208,000 円×�/�

b. 208,000 円×�/�＋ 5,000 円 ＋ 208,000 円×�/�＋ 5,000 円

c. 331,000 円×�/� ＋ 331,000 円×�/�

d. 331,000 円×�/�＋ 5,000 円 ＋ 331,000 円×�/�＋ 5,000 円

問8. 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エコ割運賃算出のための

計算式はどれか。

1．旅程 発 着

ITAMI(OSA)−HANEDA(TYO) NH 040 19SEP (金) 20：20 21：35

HANEDA(TYO)−FRANKFURT(FRA) NH 223 20SEP (土) 11：25 16：35

FRANKFURT(FRA)−HANEDA(TYO) NH5854 04OCT(土) 18：20 12：15+1

HANEDA(TYO)−KANSAI(OSA) NH 145 05OCT(日) 18：00 19：20

2．運賃計算上の折り返し地点と旅行形態 FRAを折り返し地点とする往復旅行

3．予約完了日・発券日 2014 年	月 10 日(水)

4．NH 5854 便は LH運航のコードシェア便である。

5．OSA−TYO−FRAの TPM合計はOSA−FRAのMPM以内である。

往 路 復 路

a. 188,000 円×�/�＋5,000 円 ＋ 188,000 円×�/�＋2,500 円

b. 208,000 円×�/�＋5,000 円 ＋ 188,000 円×�/�＋2,500 円

c. 188,000 円×�/�＋5,000 円 ＋ 208,000 円×�/�＋2,500 円

d. 208,000 円×�/�＋5,000 円 ＋ 208,000 円×�/�＋2,500 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.〜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、以下の問 12.の設問について、該当するも

のをすべて選び、解答用紙にマークしなさい。（緊急に渡航する必要のある者及び戸籍に記

載される前の者が旅券の発給を申請する場合を除く。） (配点 �点×�)

問9. 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

a. 旅券の発給申請をするに当たり、申請者がその法定代理人を通じて当該申請者に係る書類及

び写真を提出して申請しようとする場合には、「申請書類等提出委任申出書」�通の提出を

要しない。

b. 旅券の発給申請をするに当たり、申請者がその配偶者を通じて当該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には、当該申請者に代わり出頭する者の身元を確認するた

めの書類の提示又は提出を要しない。

c. 旅券の発給申請をするに当たり、申請者の指定した者（申請者の配偶者又は�親等内の親族

を除く。）が出頭しようとする場合、当該申請者の指定した者は、当該申請前�年以内に旅

券の発給を受けるに当たって不正な行為をした者であってはならない。

d. 旅券の査証欄に余白がなくなったため、査証欄の増補を申請した当該旅券を受領するに当た

り、申請者の指定した旅行会社の社員が、当該申請者に代わり出頭して当該旅券の交付を受

けることができる。

問10. 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) 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、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（抄本）を提出することを

要しない。

(イ) 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すれば、他の者については戸籍謄本（抄本）を提出する

ことを要しない。

(ウ) 名義人の氏名に変更を生じた旅券を返納の上、記載事項変更用の一般旅券発給申請書

で旅券の発給申請をする場合には、新たに発給される旅券の旅券番号、有効期間満了

の日は返納した旅券と同じである。

a. (ア) (イ) b. (ア) (ウ) c. (イ) (ウ) d. (ア) (イ) (ウ)
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問11. 次の記述のうち、正しいものはどれか。

a. 国内において著しく損傷した有効な旅券を返納の上、旅券の発給申請をする場合、都道府県

知事が当該発給申請を受理したとき、当該返納した旅券は失効する。

b. 国内において有効な旅券を紛失した場合、当該旅券の名義人が、遅滞なく、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その旨を届け出たとき、当該旅券は失効する。

c. 20 歳未満の既婚者が旅券の発給申請をするに当たり、当該申請者は成年とみなされるため、

有効期間が 10 年の旅券を申請することができるとともに、一般旅券発給申請書の法定代理

人署名欄に当該申請者の法定代理人の署名を必要としない。

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者は、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在留届�通を提出して、届け出なければなら

ない。

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. 運転免許証

b. 写真をはり付けた学生証

c. 写真付き住民基本台帳カード

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

第�問 以下の問 13.〜問 14.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 15.〜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. 20 歳以上の日本人旅行者の本邦の通関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) �オンスの香水を携帯して輸入する場合、課税対象となる�オンスの香水には、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。

(イ) 海外市価が 10万円のジャケット�着、�万円のハンドバッグ�個、�万円のネクタ

イ�本、�千円のベルト�本だけを輸入する場合、ベルト�本が課税対象となる。

(ウ) 海外市価が 13万円のルビーの指輪、25万円のダイヤモンドのネックレスだけを輸入

する場合、課税対象となる物品には簡易税率は適用されない。

a. (ア) b. (イ) c. (ウ) d. (ア) (ウ)
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問14. 20 歳以上の日本人旅行者の本邦の通関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) 入国時に所定の申告をした別送品は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認め

る場合を除き、入国後�か月以内に当該別送品を輸入しなければならない。

(イ) 別送品があったにもかかわらず、入国の際に別送品の申告手続をしなかった場合、入

国後、最寄りの税関において携帯品・別送品申告書�通を提出すれば、当該別送品は

免税枠や簡易税率の適用を受けることができる。

(ウ) 外国で購入した物品を日本にいる家族を受取人として旅行先から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。

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

問15. 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ものを

除く。）の再入国の許可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. 法務大臣が、特別永住者に対し、再入国の許可を与える場合の有効期間（有効期間の延長の

許可を除く。）は、許可の効力が生ずるとされた日から一定の期間を超えない範囲内で決定

されるが、その一定の期間とは	年である。

b. 中長期在留者で有効な旅券を所持するものが、在留カードを提示して、法務省令で定めると

ころにより、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が、再入国の許可を要する者として、法務省令で定めるものに

該当する者はこの限りではない。

c. 中長期在留者で有効な旅券を所持するものが、その在留期間の満了の日以前に本邦に再入国

する意図をもって出国しようとするとき、出国の日から�年を超えて外国に滞在を予定する

場合は、あらかじめ地方入国管理局に再入国の許可を申請しなければならない。

問16. 日本人旅行者が帰国時に携帯又は別送して輸入する次の物品のうち、輸入を禁止又は規制さ

れていないものをすべて選びなさい。

a. 中国から持ち帰った漢方薬

b. タイから持ち帰ったドリアンの生果実

c. オランダから持ち帰ったゴーダチーズ
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第�問 次の英文は、ある旅行会社の旅行手配に関する条件書（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、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、解答用紙にマークしなさい。

(配点 �点×�)

MAKING A BOOKING AND PAYING FOR YOUR HOLIDAY

When you confirm your booking you must pay the applicable deposit detailed in Table 1. If

the arrangements you wish to book are available we will issue a Confirmation Invoice and

send this to you. A binding contract will come into existence between you and us as soon

as we have issued you with this Confirmation Invoice. If your confirmed arrangements

include a flight, we will also issue you with a Flight Certificate. Upon receipt, if you believe

that any details on the confirmation or Flight Certificate are wrong you must advise us

immediately as changes cannot be made later and it may harm your rights if we are not

notified of any inaccuracies in any document within ten days of our sending it out.

The balance of the cost of your arrangements is ①due in accordance with Table 1. If we

do not receive all payments in full and on time, we reserve the right to treat your booking

as cancelled by you in which case the cancellation charges set out in Table � will become

payable.

CHANGES BY YOU

If after your holiday has been confirmed, you wish to alter your booking, we will try to

make the necessary arrangements ②provided we receive written confirmation of the

change from the person who signed the booking form before the date on which the final

balance of the cost of your tour is due. Certain arrangements may not be amended after

they have been confirmed and any alteration could incur a cancellation charge of up to

100％ of that part of the arrangements.

Table 1 DEPOSITS & BALANCES・・・・表�（略）

Table 2 CANCELLATION CHARGE・・・表�（略）
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問17. 下線部①dueと最も近い意味となる単語は次のうちどれか。

a. available b. confirmed c. notified d. payable

問18. 下線部②provided we receive written confirmation of the changeについて、英文の

内容から最も近い意味となるものは次のうちどれか。

a. although we receive written confirmation of the change

b. however we receive written confirmation of the change

c. if we receive written confirmation of the change

d. otherwise we receive written confirmation of the change

問19. 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) 旅行者の希望する旅行手配が予約できたならば、旅行会社は予約確認書兼請求書を発

行し、旅行者にこれを送付する。

(イ) 旅行者は、予約確認書兼請求書を受領後 10 日以内に、表�に示された予約金を旅行

会社に支払わなければならない。

(ウ) 旅行者は、予約確認書兼請求書等の受領後、それらの書類の内容に誤りがあれば、速

やかに旅行会社に連絡をしなければならない。

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

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

(ア) 予約の変更を希望する場合、旅行会社は、予約申込書に署名をした者以外の人からの

変更の依頼を受け付けない。

(イ) 旅行の費用が旅行会社に全額支払われていなければ、旅行者は、予約の変更を依頼す

ることはできない。

(ウ) 予約の変更を希望する場合、旅行者は、旅行会社所定の変更のための手続料金を旅行

会社に支払わなければならない。

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

問21. 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. 旅行契約は、旅行会社が予約確認書兼請求書を発行したときに成立する。

b. 旅行代金の残金が期日までに支払われないときは、旅行者が旅行をキャンセルしたものとし

て取り扱われることがあり、その場合、旅行者は、表�に定められたキャンセル料を支払わ

なければならない。

c. 旅行者が申し込んだ旅行手配に航空機が含まれる場合は、予約確認書兼請求書とフライト予

約証明書が発行される。
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第�問 次の英文は、ある鉄道会社のレールパスの利用に関する規程（抜粋）である。これを読み、

問 22.〜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、問 24.

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×�)

Make the most of your visit to Great Britain with this pass which provides access to all

trains on Great Britainʼs National Rail Network.

Where can the pass be used ?

England, Scotland & Wales

Purchase Restrictions

You can buy a pass if you are not a resident of United Kingdom. We may ask at any

time for proof of foreign residency and reserve the right to confiscate the pass in such

circumstances.

Discounts

Save fifty percent off the fifth through tenth passengers traveling together, with a pass

of the same type and duration. Please note that the party must travel together at all

times.

One child aged five to fifteen travels free when accompanying an adult pass holder.

Additional kids get fifty percent off the regular adult fare, when purchasing a pass of

the same type.

＊Please note that discounts cannot be coupled with other discounts.

Pass Validation

Passes are issued open dated and must be validated within six months from the date of

issue and before first use. To validate a rail pass, present it along with your passport to

the Railway official at the station of departure. At this time, the first and the last day of

validity of the pass as well as the passport number is entered and the passenger must

sign the pass.
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問22. レールパスを保有する大人1名が 7歳、10歳、15歳のこどもを同伴する場合、同伴され

るこどもが大人と同じタイプのレールパスを利用するとき、4名のレールパス代金の総額は

次のうちどれか。（レールパスの大人代金は￡100とする。）

a. ￡100 b. ￡150 c. ￡200 d. ￡250

問23. 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) 鉄道会社は、外国に居住している旅客であることの証明をいつでも求めることができ、

状況によってはレールパスを没収することがある。

(イ) 割引は他の割引と重複して適用することはできない。

(ウ) レールパスは鉄道会社の一部の路線には利用できない。

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

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. レールパスは利用日を指定されずに発行されるため、旅客はレールパスの最初の利用前で、

かつレールパスの発行日から�か月以内にパスの利用日を指定しなければならない。

b. レールパスの利用日を指定するためには、旅客は出発駅でパスポートとともにレールパスを

鉄道職員に提示しなければならない。

c. レールパスの利用日を指定するときには、レールパスにパスポート番号及びレールパスの有

効となる最初の日と最後の日が記入され、旅客はレールパスに署名をしなければならない。
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第�問 以下の問 25.〜問 41.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 42.〜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の政府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を一つ選びなさい。

クロアチア南部にある の旧市街は、全長約�kmの防壁で囲まれた町で、その

壁の上の周遊路からはオレンジ色の屋根と紺碧のアドリア海の眺望が楽しめる。

a. ザグレブ b. シべニク c. ドゥブロブニク d. トロギル

問26. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

フィンランド北部のラップランドにある の郊外には、周囲を森に囲まれた幻想

的で小さなサンタクロース村があり、村は一年中クリスマスムードに包まれている。

a. サーリセルカ b. タンペレ c. トゥルク d. ロヴァニエミ

問27. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

イングランド南部にある の近郊には、多くの人に知られながら、その目的など

がいまだに判明していない先史時代の遺跡といわれる環状列石のストーンヘンジがある。

a. アバディーン b. グラスゴー c. ソールズベリー d. リバプール

問28. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

スイスの とイタリアのティラーノ間のベルニナ線を走る「ベルニナ エクスプ

レス」は、約 1800 mの高低差を約�時間で結ぶパノラマ列車で、4000 m級の名峰が連なる

ベルニナ アルプスや有名な 360 度ループ橋など車窓からの眺めを楽しむことができる。

a. サン モリッツ b. ツェルマット c. ルガーノ d. ルツェルン

問29. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

モスクワの東方にあり、かつて公国の首都が置かれた には、12 世紀に建てら

れたウスペンスキー大聖堂やドミトリエフスキー聖堂が遺され、それらの白い建造物群は、

スーズダリにある大聖堂などとともに世界文化遺産として登録されている。

a. アレクサンドロフ

b. イルクーツク

c. ウラジーミル

d. セルギエフ ポサード
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問30. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

ソレント半島の沖合、ナポリ湾の南にあり、古代ローマ時代から保養地として知られた

には、洞窟の入り口から差し込む光線が海底に反射し、水面が青く輝いて見え

る神秘的な「青の洞窟」がある。

a. イスキア島 b. カプリ島 c. サルデーニャ島 d. シチリア島

問31. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

アトラス山脈の北麓に位置するモロッコのオアシス都市 の旧市街（メディナ）

には、世界文化遺産に登録されたジャマ エル フナ広場や約 70 mのモザイク装飾の美しい

尖塔をもつクトゥビア モスクなどがある。

a. カサブランカ b. フェズ c. マラケシュ d. ラバト

問32. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

イスタンブールは、アジアとヨーロッパの�つの大陸にまたがり、都市を東西に分断するボ

スポラス海峡は北の黒海から南の に通じ、西側の旧市街にはブルーモスクとし

て知られるスルタン アフメット ジャーミィやトプカプ宮殿などがある。

a. アドリア海 b. エーゲ海 c. カスピ海 d. マルマラ海

問33. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

浙江省の北部にある には、魯迅が学んだ私塾三味書屋や魯迅故居、曲水の宴が

催された際に中国の書聖 王羲之が蘭亭序を書いた蘭亭などがある。

a. 温州市 b. 金華市 c. 杭州市 d. 紹興市

問34. 次の空欄に該当するものを一つ選びなさい。

ヒンドゥー教徒が多数を占めるバリ島の古代インドの叙事詩などを題材とした民俗芸能

は、上半身裸で腰布を巻いて円陣を組んだ男性が、猿をまねた叫び声や複雑な

リズムとともに、両手で身振り表現をする舞踊劇である。

a. ケチャ b. バロンダンス c. レゴン d. ワヤン クリ
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問35. 次のハワイ諸島とオプショナルツアーの組合せのうち、ツアー名となっている観光地等がそ

の島に所属していないものを一つ選びなさい。

a. オアフ島 − ダイヤモンド ヘッド登山と日の出ツアー

b. カウアイ島 − ワイメア渓谷とシダの洞窟ツアー

c. ハワイ島 − ハレアカラ サンセットとスター ゲイジング ツアー

d. マウイ島 − ラハイナ散策とホエール ウォッチング ツアー

問36. カナダの国立公園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) アルバータ州にあるカナダ最古のバンフ国立公園には、ロッキーの宝石と称えられる

ルイーズ湖がある。

(イ) ジャスパー国立公園はバンフ国立公園の北西に隣接し、マリーン湖、アサバスカ氷河

などがある。

(ウ) プリンス エドワード島国立公園には、「赤毛のアン」の著者モンゴメリーが描いた変

化に富んだ海岸の風景などがそのまま残されている。

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

問37. 次の下線部 a.〜d.のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

本年で 150 周年を迎えたアメリカのヨセミテ国立公園は、a. ロサンゼルスの東方、b. シエラ

ネバダ山脈のほぼ中央に位置し、巨大な花崗岩の絶壁 c. エルキャピタンや d.ハーフドーム

など大自然の景観が見られる。

問38. 次の下線部 a.〜d.のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

南米ペルーには、空中都市とも呼ばれる a. マチュ ピチュ、南部の乾燥地帯に描かれた b. ナ

スカの地上絵、ペルー軍の守り神、聖女メルセーが祀られた c. プーノのラ メルセー教会、

インカ時代の美しく精巧な石組みと、スペインのコロニアルな建築物が融合した独特な雰囲

気が漂う d. クスコの市街など多くの世界遺産がある。

問39. 次の下線部 a.〜d.のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

a. マレー半島の南端沖に位置する島国シンガポールには、高さがアジア最大の観覧車 b. シ

ンガポール フライヤーや中心街のマリーナ ベイ エリアから徒歩数分にある壮大な植物園

c. ガーデンズ バイ ザ ベイ、高さ 37mのマーライオン タワーで知られる d.ビンタン

島など多くの見どころがある。
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問40. 次の下線部 a.〜d.のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

台湾の観光地には、高雄で一番大きな湖で、曲橋釣月の九曲橋のある a. 蓮池潭、台南には、

民族の英雄鄭成功を記念して建てられた b.延平郡王祠、台北には戦争で亡くなった多くの

兵士を祀る c. 忠烈祠、台北近郊にあるタイヤル族が住む村で温泉があることでも知られる

d.烏来などがある。

問41. 次の下線部 a.〜d.のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

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、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

（女神像）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つくすような姿の

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. フランスのロワール渓谷には多くの古城が点在しているが、「シュリー シュル ロワールと

シャロンヌ間のロワール渓谷」として世界遺産に登録されている城をすべて選びなさい。

a. アンボワーズ城 b. シャンボール城 c. シュノンソー城 d. ブロワ城

問43. 南米各国の代表的な料理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. アルゼンチンには、主に牛肉を炭火でじっくり焼き、基本的に塩だけで味付けをした料理

「アサード」がある。

b. ブラジルには、黒豆、豚肉、ソーセージ類、干し牛肉などを煮込んだ料理「フェイジョアー

ダ」がある。

c. ペルーには、新鮮な魚介類とレモン汁、香菜、タマネギ、野菜、香辛料などを混ぜ合わせた

料理「セビッチェ」がある。

問44. 次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。

a. ケアンズはオーストラリア大陸北東岸の都市で、グリーン島などグレート バリア リーフの

人気の島々への観光拠点のひとつである。

b. ウルル（エアーズ ロック）はオーストラリア大陸のほぼ中央に位置する巨大な一枚岩で、

アボリジニの聖地として崇められている。

c. ブルーマウンテンズ国立公園はメルボルンの西方約 100 kmに位置し、ユーカリの樹海と�

つの岩が並ぶスリーシスターズの景観が公園のシンボルとなっている。
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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すべて選び、

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一つ選び、解答用

紙にマークしなさい。資料編を必要に応じ参照のこと。 (配点 �点×�)

問45. 次の国名と都市コードとの組合せのうち、�つの都市コードが国名と合致しているものをす

べて選びなさい。

a. アメリカ ― HNL ― KOA

b. イタリア ― MIL ― VIE

c. オーストラリア ― PER ― BNE

問46. 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. AZ ― Alitalia

b. QR ― Qatar Airways

c. SU ― Aeroflot Russian Airlines

問47. 次の物品のうち、旅行者が加入する海外旅行保険で、携行品損害保険金の支払い対象となら

ないものをすべて選びなさい。

a. 旅行者が所有するトラベラーズチェック

b. 帰国後の帰宅の際に旅行者が使用するＪＲ乗車券

c. 旅行者本人の自動車の運転免許証

d. 旅行出発前に旅行のためにレンタル業者から有償で借りたスーツケース

問48. 2014 年�月�日(土)に東京発日本航空 004 便を利用した場合、ニューヨークの到着月日と

東京〜ニューヨーク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. �月�日 13 時間 05 分

b. �月�日 14 時間 05 分

c. �月�日 13 時間 05 分

d. �月�日 14 時間 05 分
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問49. 2014 年�月�日(土)に東京発の航空機でニューヨークを経由して、当日中にマイアミ行き

に乗り継ぐ場合、Minimum connecting times に適合していないものを選びなさい。

東京〜ニューヨーク ニューヨーク〜マイアミ

a. NH 10 便 AA 27 便(LGA 発 13：29)

b. JL 006 便 UA 255 便(EWR発 13：26)

c. DL 172 便 AA 2351 便(JFK 発 17：29)

d. UA 78 便 US 1713 便(EWR発 18：29)

問50. 東京が 2014 年 10 月�日(水)正午のとき、次の各都市の現地時間のうち、誤っているものは

どれか。

a. アトランタ(ATL) �月 30 日午後 11 時

b. アムステルダム(AMS) 10 月�日午前�時

c. ドバイ(DXB) 10 月�日午前�時

d. ナイロビ(NBO) 10 月�日午前�時

問51. ヨーロッパの高速鉄道列車に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

a. ロンドン〜パリ間を走行する高速鉄道列車は、EUROSTARである。

b. マドリード〜バルセロナ間を走行する高速鉄道列車は、AVEである。

c. パリ〜ニース間を走行する高速鉄道列車は、TGVである。

d. イタリアを代表する高速鉄道列車は、ICEである。

問52. 次の行程を日本人が観光を目的として旅行する場合、すべての訪問国で査証が必要となるも

のはどれか。

a. カトマンズ、デリー、ジャイプール、アグラ	カ国周遊�日間の旅

b. ヤンゴン、ハノイ、シェムリアップ
カ国周遊�日間の旅

c. モスクワ、バルト
国�カ国周遊�日間の旅

d. ジンバブエ、ザンビア、ボツワナ、南アフリカ�カ国周遊 10 日間の旅
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