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 ③ 国内旅行実務 

 

第１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選びなさい。 

（地名の表記については、原則として「コンサイス日本地名事典第４版」による。） 
 
問１．山形県内を流れる        は、古口から草薙温泉まで舟下りを楽しむことができ、松尾芭蕉

の句でも知られる。 

ａ．阿賀野川 ｂ．阿武隈川 ｃ．北上川 ｄ．最上川 
 
問２．塩山市にある        は、武田信玄の菩提寺であり、16 世紀末に織田軍によって堂塔を焼か

れたとき、快川国師が、「心頭を滅却すれば火もおのずから涼し」と唱えた言葉は有名である。 

ａ．恵林寺 ｂ．早雲寺 ｃ．茂林寺 ｄ．龍潭寺 
 
問３．３月 12 日の夜から翌未明にかけて行われる東大寺二月堂の修二会行事のひとつ        は、堂

下の若狭井の水を香水
こうずい

として本尊に供える儀式である。 

ａ．お水取り ｂ．左義長祭 ｃ．葵祭 ｄ．お水送り 
 
問４．オリーブ栽培の地として知られる小豆島の景勝地        は、奇岩と紅葉が美しく、紅雲亭

から山頂までロープウェイで結ばれている。 

ａ．祖谷渓 ｂ．面河渓 ｃ．寒霞渓 ｄ．帝釈峡 
 
問５．「仙巌園」は、桜島を築山に、錦江湾を池に見たてた日本庭園で、        とも呼ばれ、琉球

王から贈られた望嶽楼なども残されている。 

ａ．磯庭園 ｂ．松濤園 ｃ．水前寺公園 ｄ．妙国寺庭園 
 
問６．次の湖沼、観光地、温泉との組合せのうち、すべてが同一都道府県内にあるものはどれか。 
ａ．十三湖 ―― 小清水原生花園 ―― 川湯温泉 
ｂ．伊豆沼 ―― 瑞巌寺五大堂 ――― 鳴子温泉 
ｃ．榛名湖 ―― 鬼押出し園 ―――― 浅間温泉 
ｄ．宍道湖 ―― 出雲大社 ――――― 皆生温泉 
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問７．次のテーマパークとその所在する都道府県名及びその最寄りのＪＲ駅名との組合せのうち、正しいも

のはどれか。 
ａ．東京ディズニーシー ――――――――― 千葉県 ――― 舞浜駅 
ｂ．ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ―― 大阪府 ――― 天王寺駅 
ｃ．スペースワールド ―――――――――― 鹿児島県 ―― スペースワールド駅 
ｄ．ハウステンボス ――――――――――― 佐賀県 ――― 唐津駅 

 
問８．次の祭り・行事と都道府県名との組合せのうち、誤っているものはどれか。 
ａ．なまはげ ――― 秋田県 ｂ．おわら風の盆 ―― 富山県 
ｃ．郡上おどり ―― 岐阜県 ｄ．先帝祭 ――――― 広島県 

 
問９．次の都道府県名とその代表的な名産品との組合せのうち、誤っているものはどれか。 
ａ．岩手県 ―― 南部せんべい ｂ．静岡県 ―― 安倍川餅 
ｃ．京都府 ―― 八ツ橋 ｄ．熊本県 ―― かるかん 

 
問 10．次の温泉地の組合せのうち、すべてが同一都道府県内にあるものはどれか。 
ａ．熱海温泉 ―― 土肥温泉 ――― 舘山寺温泉 
ｂ．城崎温泉 ―― 有馬温泉 ――― 奥津温泉 
ｃ．湯田温泉 ―― 道後温泉 ――― 川棚温泉 
ｄ．内牧温泉 ―― 天ヶ瀬温泉 ―― 菊池温泉 

 
問 11．次の組合せのうち、すべてが同一都道府県内にないものはどれか。 
ａ．若松城 ―― 勿来関 ――――― 芦ノ牧温泉 
ｂ．松本城 ―― 上高地 ――――― 鹿教湯温泉 
ｃ．岡崎城 ―― 博物館明治村 ―― 豊川稲荷 
ｄ．広島城 ―― 大山 神社 ――― 錦帯橋 

 
問 12．国宝「姫路城」は、白漆喰の塗籠と流麗な曲線を持つことから、別名を        と呼ばれ、

1993 年世界文化遺産に登録された。 

ａ．白鷺城 ｂ．白帝城 ｃ．千鳥城 ｄ．白鳳城 
 
問 13．沖縄本島の南部にある        内には「白銀のオーロラ」「黄金の盃」「槍天井」などと名づ

けられた鍾乳石がある。 

ａ．竜泉洞 ｂ．龍河洞 ｃ．球泉洞 ｄ．玉泉洞 
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問 14．次の記念館とその所在する市町村名との組合せのうち、正しいものはどれか。 
ａ．石川啄木記念館 ―― 北海道小樽市 
ｂ．野口英世記念館 ―― 福島県猪苗代町 
ｃ．小泉八雲記念館 ―― 島根県出雲市 
ｄ．夏目漱石記念館 ―― 愛媛県松山市 

 
問 15．次の空港名と空港コードとの組合せのうち、誤っているものはどれか。 
ａ．函館空港 ―― ＨＫＤ ｂ．福島空港 ―― ＦＫＳ 
ｃ．岡山空港 ―― ＯＫＹ ｄ．大分空港 ―― ＯＩＴ 

 
 

第２問 宿泊に関する問 16.の設問について該当するものを、選択肢から選びなさい。 

 

問 16．大人１人の宿泊料金が１泊２食 20,000 円（サービス料込・税金別）の場合、モデル宿泊約款に定め

る小学生以下の子供料金（サービス料込・税金別）の組合せのうち、正しいものはどれか。 
 

 
大人に準じる食事と寝具
を提供した場合 

子供用食事と寝具を提供
した場合 

寝具のみを提供した場合 

ａ． 16,000 円 12,000 円 8,000 円 

ｂ． 16,000 円 10,000 円 8,000 円 

ｃ． 14,000 円 12,000 円 6,000 円 

ｄ． 14,000 円 10,000 円 6,000 円 
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第３問 国内航空３社（日本航空、全日空、日本エアシステム）に関する以下の問 17.～問 19.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選びなさい。 

（以下は平成 13 年９月１日現在有効な条件による。） 

 

問 17．発券済航空券を旅客の都合により、取り消す場合の取消手数料に関する次の記述のうち、正しいも

のはどれか。 
ａ．小児に対する特別席（スーパーシート）料金の取消手数料は大人の半額となる。 

ｂ．「前売りスペシャル・ＪＡＬバーゲンフェア」・「超割」・「ウルトラ割得」の取消手数料は、搭乗予約

便の出発時刻までに取消をした場合、取消日にかかわらず当該割引運賃の約50％相当額となる。 

ｃ．普通運賃の取消手数料は、路線ごとに定められた取消手数料が搭乗予定日の３日前から適用され、

搭乗予定便の出発時刻以降は、出発の３日前から便出発時刻までに定められた取消手数料の２倍と

なる。 

ｄ．「平日シルバー割引」の取消手数料は、搭乗予約便の出発時刻までに取消をした場合、取消日にか

かわらず当該割引運賃の約 35％相当額となる。 
 
問 18．次の記述のうち、誤っているものはどれか。 
ａ．「前売り 21」・「早割 21」・「３週割得」の予約は、搭乗日の２ヵ月前から 21 日前（３週間前の同曜

日）までに行われなければならない。 

ｂ．「平日シルバー割引」の予約は、搭乗日の２ヵ月前から当日まで可能である。 

ｃ．大人１人につき満２歳の幼児１人と満１歳の幼児１人を同伴することができるが、この場合、大人

運賃１人分と満２歳の幼児に対する座席予約と小児運賃１人分が必要である。 

ｄ．大人に同伴された満３歳未満の幼児が、座席を利用しない場合であっても、幼児搭乗券が必要である。 
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問 19．次の航空券（特売りきっぷ）を旅客の都合により、９月 30日に取消・払戻しをした場合の記述のう

ち、正しいものはどれか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．払戻手数料 420 円と路線に定められた運賃に対する取消手数料が必要であるが、スーパーシート料

金に対しては、取消手数料は不要である。 

ｂ．払戻手数料 420 円と運賃の約 35％相当額の取消手数料が必要である。 

ｃ．運賃とスーパーシート料金のそれぞれに取消手数料は不要であるが、払戻手数料420円は必要である。 

ｄ．払戻手数料 840 円と路線に定められた運賃に対する取消手数料及びスーパーシート料金に対する取

消手数料が必要である。 
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第４問 国内航空３社（日本航空、全日空、日本エアシステム）及び旅客鉄道会社（ＪＲ）に関する以下の問

20.の設問について該当するものを、選択肢から選びなさい。 

 

問 20．次の行程で旅行するときの、ＪＲ指定券と大人片道普通運賃航空券のそれぞれの発売開始日の組合

せのうち、正しいものはどれか。 

 

 乗車(搭乗)日  ８月 31 日 

 〔行 程〕 
     急行「アルプス号」     山手線            東京モノレール       航空機 
 上諏訪 ―――――――― 新宿 ―――（浜松町）―――――― 東京(羽田) ―――― 沖縄(那覇) 
    1:12  普通車指定席 5:27                           7:00 頃   9:30 頃 

 ※急行「アルプス号」は長野始発（23 時 25 分発）の列車である。 

  

 ＪＲ指定券発売開始日  航空券発売開始日 

ａ． ７月 30 日  ６月 30 日 

ｂ． ７月 31 日  ６月 30 日 

ｃ． ７月 30 日  ７月 １日 

ｄ． ７月 31 日  ７月 １日 
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第５問 旅客鉄道会社（ＪＲ）に関する以下の問 21.～問 29.の各設問について該当するものを、それぞれの

選択肢から選びなさい。 

 

問 21．次の行程を途中下車しないで乗車する場合、大人片道普通旅客運賃の算出方法で正しいものはどれか。 

    土讃線・瀬戸大橋線      宇野線･山陽本線･東海道本線        大阪環状線・桜島線 
高知――――――――――（児島）―――――――――――― 大阪 ――――――――― 桜島 
      幹 線            幹 線           幹 線 
   営業キロ 151.5 ㎞       営業キロ 204.3 ㎞       営業キロ 7.7 ㎞ 

※「児島」は、ＪＲ四国とＪＲ西日本の境界駅である。 

※「桜島」は、特定都区市内の「大阪市内」に含まれる。 

《参考》 高知～桜島間の営業キロ合計は 363.5 ㎞ 

     高知～大阪間の営業キロ合計は 355.8 ㎞ 

 

本州内ＪＲ３社幹線用普通旅客運賃表  ＪＲ四国幹線用普通旅客運賃表 
営業キロ 片道運賃  営業キロ 片道運賃 
201～220 ㎞ 3,570 円  141～160 ㎞ 2,660 円 
341～360 ㎞ 5,780 円 
361～380 ㎞ 6,090 円 

 
 

ＪＲ四国内の加算額表 大阪の電車特定区間普通旅客運賃表 
営業キロ 片道運賃 営業キロ 片道運賃 
121～180 ㎞ 240 円 

 
7～10 ㎞ 170 円 

※ＪＲ四国の加算額には、児島～宇多津間の加算運賃 100 円を含む。 

 

ａ．5,780 円＋240 円 ＝       6,020 円      

ｂ．6,090 円＋240 円 ＝       6,330 円      

ｃ．2,660 円＋240 円＋3,570 円 ＝       6,470 円      

ｄ．2,660 円＋240 円＋3,570 円＋170 円 ＝       6,640 円      
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問 22．往路９月１日、復路９月３日に次の行程を大人１人が往復する場合、往復乗車券の券面中の （ア） 

～ （ウ） に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。 

 
〔行程〕 
                東海道本線                              身延線 
  東京 ――――――――――――――― 富士 ――――――――――――――― 下部温泉 
               幹線                       地方交通線 
          営業キロ 146.2 ㎞                    営業キロ 51.7 ㎞ 
                                     （換算キロ 56.8 ㎞） 

《参考》 東京～下部温泉間の営業キロ合計は 197.9 ㎞ 

     東京～下部温泉間の運賃計算キロ合計は 203.0 ㎞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ☆☆  は設問上伏せてある。 

 （ア） （イ） （ウ） 

ａ． 山山山山東京山手線内 ２日間 ３日 

ｂ． 山山山山東京山手線内 ４日間 １日 

ｃ． 区区区区東京都区内 ３日間 ３日 

ｄ． 区区区区東京都区内 ６日間 １日 

 

 

問 23．旅客営業規則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 
ａ．往復割引運賃が適用される場合、復路の普通旅客運賃が２割引される。 

ｂ．学生割引運賃は、片道の営業キロが200キロメートルを超える区間を乗車しなければ適用されない。 

ｃ．小児の学生団体の割引率は、通年小児片道普通旅客運賃の５割引である。 

ｄ．「学校学生生徒旅客運賃割引証（学割証）」を提出した生徒・学生が、片道の営業キロが 600 キロメ

ートルを超えて往復乗車する場合で往復割引の条件に合致すれば、往復割引と学生割引が重複し

て適用される。 

 

 



 

 

問 24．次の行程で「やまびこ号」と「こまち号」の特急券を同時に購入して、全行程を同日中に乗車する

場合「こまち号」の特急料金の適用方に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 
 
    「やまびこ号」                 「こ ま ち 号」 
北上 ――――――――盛岡  ――――――――――（大曲）――――――――――秋田 
 

ａ．「こまち号」の特急料金は、乗継割引が適用されるためＡ特急料金を５割引したものとなる。 

ｂ．「こまち号」の特急料金は、乗継割引が適用されるため「東北新幹線にまたがって利用する場合の

田沢湖線及び奥羽本線大曲･秋田間の特急料金」を５割引したものとなる。 

ｃ．「こまち号」の特急料金は、Ａ特急料金が適用される。 

ｄ．「こまち号」の自由席を利用する場合の特急料金は、「東北新幹線にまたがって利用する場合の田沢

湖線及び奥羽本線大曲・秋田間の指定席特急料金（通常期）」から 360 円を低減したものが適用さ

れる。 

 

問 25．上野・札幌間の寝台特急「カシオペア号」の「Ａ寝台個室カシオペアツイン（設備定員２人）」１室

を大人１人で利用する場合、次のうち運賃・料金の算出方法で正しいものはどれか。ただし、特別

企画乗車券「カシオペアシングルユース券」は利用しないものとする。 

 

ａ． 

 

 

 
ｂ． 

 

 

ｃ． 

 

 

 
ｄ． 

 

旅客運賃：大人１人分 

特急料金：大人１人分＋大人１人分の半額 

Ａ寝台個室料金：２人分 
 

旅客運賃：大人１人分 
特急料金：大人２人分 
Ａ寝台個室料金：２人分
旅客運賃：大人１人分＋大人１人分の半額 

特急料金：大人１人分＋大人１人分の半額 

Ａ寝台個室料金：２人分 
旅客運賃：大人１人分＋大人１人分の半額 

特急料金：大人２人分 

Ａ寝台個室料金：２人分 
－ 9 － 
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問 26．次の行程を直接乗り継ぐ場合、後乗列車に乗継割引が適用されるものはどれか。 
 

         秋田新幹線「こまち 25 号」               特急「日本海４号」 
ａ．盛 岡 ――――――――――――――― 秋 田 ――――――――――――― 金沢 
       20:37                    22:05   22:29                   6:19 
 
         東北新幹線「なすの 263 号」               特急「はくつる号」 
ｂ．東 京 ――――――――――――――― 宇都宮 ――――――――――――― 青森 
       22:46                    23:41   0:02                  8:17 
 
        東海道新幹線「ひかり 243 号」               特急「さくら号」 
ｃ．東 京 ――――――――――――――― 名古屋 ――――――――――――― 下関 
       20:40                    22:33  22:47                   8:34 
 
         山陽新幹線「のぞみ 27 号」            特急「ドリームつばめ号」 
ｄ．新大阪 ――――――――――――――― 博 多 ――――――――――――― 西鹿児島 
       21:28                    23:57   0:06                   5:54 

 

問 27．次のＪＲ券（４人用グリーン個室を大人３人で利用）を旅客の都合により８月 30日に払いもどした

場合、払いもどし手数料で正しいものはどれか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ａ．52,740 円×0.3＝15,822 円 → は
．
数整理…… 15,820 円 

ｂ．320 円 320 円 

ｃ．320 円×３人＝ 960 円 

ｄ．320 円×４人＝ 1,280 円 
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問 28．特別企画乗車券に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 
ａ．「フルムーン夫婦グリーンパス」は、男性 65 歳以上、女性 60 歳以上の夫婦に限られる。 

ｂ．「レール＆レンタカー」は、ＪＲ運賃・料金ともに２割引となっている。 

ｃ．「ナイスミディパス」のグリーン車用は、30歳以上の女性の３人以上のグループにのみ適用される。 

ｄ．「青春 18 きっぷ」で普通列車の普通車指定席を利用する場合は、座席指定券を購入しなければなら

ない。 

 

問 29．ＪＲ時刻表（弘済出版社発行）〔抜粋〕に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

ａ．京都発８月 18 日の快速「ムーンライト山陽号」は、全車両が自由席で運転されている。 

ｂ．京都発８月１日の快速「ムーンライト高知号」は、普通車の座席指定車も連結されている。 

ｃ．快速「ムーンライト松山号」と快速「ムーンライト山陽号」は、すべての運転日について京都～岡

山間を快速「ムーンライト高知号」に併結して運行されている。 

ｄ．京都発８月 10日の快速「ムーンライト松山号」は、全車両がグリーン車指定席で運転されている。 

 



 

 － 12 － 

ＪＲ時刻表(弘済出版社発行)〔抜粋〕 
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