
 ③ 国内旅行実務 

 

第１問 以下の問１.～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。） 

  （配点 ２点×20） 

 

問１． 羊蹄山南方に位置する       は、湖の中程に中島を浮かべるカルデラ湖で、湖の南側には、

昭和18年から始まった噴火により畑が盛り上がって出来た昭和新山がある。 

ａ． 洞爺湖 ｂ．阿寒湖 ｃ．屈斜路湖 ｄ．能取湖 

 

問２． 低湿な泥炭地にいくつもの川が蛇行する北海道東部の       は、1980年にラムサール条約に

登録され、絶滅危惧種であるタンチョウヅルが棲息する。 

ａ． 雨竜沼湿原 ｂ．尾岱沼 ｃ．釧路湿原 ｄ．サロベツ原野 

 

問３． 武家屋敷、古い商家が残る一方、秋田新幹線「こまち」も停車する       は「みちのくの小

京都」とも呼ばれ、桜の皮を用いた樺細工生産の中心地である。 

ａ． 弘前市 ｂ．角館町 ｃ．盛岡市 ｄ．田沢湖町 

 

問４． 中部山岳国立公園にある       は、自然保護のためマイカーの通行が全面禁止され、大正４

年の焼岳の噴火により梓川がせき止められて出来た大正池から河童橋まで散策が楽しめる。 

ａ． 霧ヶ峰 ｂ．尾瀬 ｃ．上高地 ｄ．軽井沢 

 

問５．大きな提灯をつるした雷門で知られる       は、参道に仲見世と呼ばれる商店街が軒を連ね、

東京下町文化の中心的存在であり、７月に催される「ほおずき市」は大勢の人出で賑わう。 

ａ． 寛永寺 ｂ．泉岳寺 ｃ．浅草寺 ｄ．増上寺 

 

問６． 平安時代が起源とされる焼き物の産地で有名な知多半島の       沖に、来年２月、中部国際

空港が開港する予定である。 

ａ． 瀬戸市 ｂ．豊橋市 ｃ．小牧市 ｄ．常滑市 

 

問７． 瀬戸内しまなみ海道で本州、四国と結ばれている       には、平山郁夫美術館や豪華な堂塔

が並び西日光と呼ばれる耕三寺がある。 

ａ． 小豆島 ｂ．生口島 ｃ．大三島 ｄ．厳島 
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問８． 山口県の日本海側に位置する       には、毛利家の菩提寺である東光寺や明治維新の原動力

になった高杉晋作、伊藤博文などを輩出した松下村塾などがある。 

ａ． 萩市 ｂ．山口市 ｃ．長門市 ｄ．津和野町 

 

問９． 天台宗の古刹で境内の大堂が国宝に指定されている富貴寺は       にあり、九州最古の木造

建築として知られ、本尊の阿弥陀如来像は国指定の重要文化財となっている。 

ａ． 国東半島 ｂ．島原半島 ｃ．佐賀関半島 ｄ．大隅半島 

 

問10． 鹿児島県北西部、八代海に面する       は九州新幹線の停車地ともなったが、古くからナベ

ヅルとマナヅルが飛来する地として名高く、新幹線の駅舎の屋根の部分は鶴がモチーフとされてい

る。 

ａ． 出水市 ｂ．川内市 ｃ．水俣市 ｄ．串木野市 

 

問11． 沖縄県の本部半島にある       は、世界遺産に登録された「琉球王国のグスク及び関連遺産

群」のひとつで、桜の名所としても知られている。 

ａ． 首里城跡 ｂ．宮良殿内 ｃ．識名園 ｄ．今帰仁城跡 

 

問12． 沖縄本島の南西約300kmに位置する       は、東平安名崎など多くの景勝地があり、大潮に

あたる日には、「八重干瀬」と呼ばれる広大なサンゴ礁群が海面に現れることでも知られている。 

ａ． 石垣島 ｂ．西表島 ｃ．宮古島 ｄ．与論島 

 

問13． 次のＪＲ駅、観光地・観光施設、温泉地の組み合わせのうち、すべてが同一都道府県にあるものは

どれか。 

ａ． 妙高高原駅 ― 尖閣湾   ― 月岡温泉 

ｂ． 御殿場駅  ― 鶴岡八幡宮 ― 箱根湯本温泉 

ｃ． 米子駅   ― 足立美術館 ― 玉造温泉 

ｄ． 由布院駅  ― 熊野磨崖仏 ― 黒川温泉 

 

問14． 次の文学作品とそれに描かれた観光地の組み合わせのうち、誤っているものはどれか。 

ａ． 高瀬舟（森 外）   ― 京都 

ｂ． 二十四の瞳（壺井 栄） ― 淡路島 

ｃ． 坊っちゃん（夏目 漱石）― 道後温泉 

ｄ． 伊豆の踊子（川端 康成）― 天城峠 
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問15． 次の観光地・観光施設、工芸品、温泉地の組み合わせのうち、すべてが同一都道府県にあるものは

どれか。 

ａ． 毛越寺 ― 鳴子こけし ― 秋保温泉 

ｂ． 犬山城 ― 瀬戸焼   ― 西浦温泉 

ｃ． 東尋坊 ― 九谷焼   ― 湯涌温泉 

ｄ． 三井寺 ― 信楽焼   ― 有馬温泉 

 

問16． 次の国立公園とその公園に含まれる観光地、温泉のうち、正しいものはどれか。 

ａ． 阿寒国立公園   ― 摩周湖  ― 十勝川温泉 

ｂ． 白山国立公園   ― 庄川峡  ― 山中温泉 

ｃ． 山陰海岸国立公園 ― 鳥取砂丘 ― 城崎温泉 

ｄ． 西海国立公園   ― 天草松島 ― 雲仙温泉 

 

問17． 次の温泉地の組合せのうち、すべてが同一都道府県にあるものはどれか。 

ａ． 越後湯沢温泉 ― 赤倉温泉  ― 野沢温泉 

ｂ． 下部温泉   ― 修善寺温泉 ― 舘山寺温泉 

ｃ． 奥津温泉   ― 三朝温泉  ― 皆生温泉 

ｄ． 山鹿温泉   ― 菊池温泉  ― 人吉温泉 

 

問18． 次の工芸品と都道府県の組み合わせのうち、誤っているものはどれか。 

ａ． 結城紬  ― 群馬県 

ｂ． 小千谷縮 ― 新潟県 

ｃ． 久留米絣 ― 福岡県 

ｄ． 紅型   ― 沖縄県 

 

問19． 次の郷土料理とその読み方と県名の組み合わせで、正しいものはどれか。 

ａ． 朴葉味噌  ― とちのはみそ   ― 岐阜県 

ｂ． 稲庭うどん ― いなにわうどん  ― 山形県 

ｃ． 卓袱料理  ― しっぽくりょうり ― 長崎県 

ｄ． 皿鉢料理  ― さわちりょうり  ― 鹿児島県 

 

問20． 次の空港名と空港コードとの組合せで、正しいものはどれか。 

ａ． 釧路空港 ― ＫＵＪ ｂ．岡山空港 ― ＯＫＪ 

ｃ． 徳島空港 ― ＴＫＪ ｄ．石垣空港 ― ＩＳＪ 
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第２問 国内航空３社（日本航空ジャパン、日本航空インターナショナル、全日空）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選びなさい。 

  （以下は平成16年８月１日現在有効な条件による。） 

  （配点 ５点×２） 

 

問21． 国内航空３社（日本航空ジャパン、日本航空インターナショナル、全日空）に関する次の記述のう

ち、誤っているものはどれか。 

ａ． 航空券の払戻手数料は、航空券１枚につき大人420円、小児210円である。 

ｂ．満12歳の小学６年生１名に同伴された満２歳の幼児１名は、座席を使用しない場合、無賃となる。 

ｃ． 小児運賃の取消手数料は、大人の取消手数料の半額である。 

ｄ． 旅客１名につき、１区間片道300円の航空保険特別料金が加算され、この料金は大人・小児同額で

ある。 

 

問22．次の航空券に関する記述のうち、正しいものを選びなさい。 

ａ． この航空券に適用されている運賃は、19,300円である。 

ｂ． この航空券を旅客の都合により、取消す場合には、７月29日までは取消手数料は不要であるが、

７月30日から取消手数料が必要となる。 

ｃ． この航空券を旅客の都合により、８月２日の搭乗予定を８月３日に変更する場合は、取消手数料

及び払戻手数料は不要である。 

ｄ． この航空券を旅客の都合により、８月２日の午前10時に取消した場合の、取消手数料は9,500円で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

券面上の★は設問上伏せてある。 
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第３問 旅客鉄道会社（ＪＲ）に関する以下の問23.～問32.の各設問について該当するものを、それぞれの

選択肢から選びなさい。 

  （以下は平成16年８月１日現在有効な条件による。） 

  （配点 ５点×10） 

 

問23． 大人１人が次の行程を１枚の乗車券で乗車する場合、大阪～鳥取間の片道普通旅客運賃の算出方法

で正しいものはどれか。 

 

〔行程〕 

 東海道・山陽本線  智頭急行線  因美線  

大阪 ―――――――――― 上郡 ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 智頭 ―――――――――― 鳥取 

 幹線    地方交通線  

 営業キロ 122.7km  営業キロ 56.1km  営業キロ 31.9km  

     換算キロ 35.1km  

 

※ 智頭急行は、ＪＲ西日本と通過連絡運輸の取扱いを行っている。 

※ 本州内ＪＲ３社の幹線用普通旅客運賃表 

営業キロ 片道運賃 

121～140km 2,210円 

141～160km 2,520円 

201～220km 3,570円 

※ 本州内ＪＲ３社の地方交通線用普通旅客運賃表 

営業キロ 片道運賃 

 33～ 37km   650円 

147～164km 2,940円 

※ 智頭急行線の普通運賃表 

区 間 片道運賃 

上郡 ― 智頭 間 1,260円 

ａ． 智頭急行線を含めた全区間の営業キロ210.7kmでＪＲの幹線用普通旅客運賃表から求める。 

  3,570円  

ｂ． 大阪～上郡間の営業キロと智頭～鳥取間の換算キロを通算した157.8kmでＪＲの幹線用普通旅客運

賃表から2,520円を求め、智頭急行線の運賃1,260円を合算する。  3,780円  

ｃ． 大阪～上郡間の営業キロ122.7kmでＪＲの幹線用普通旅客運賃表から2,210円を求め、次に智頭～

鳥取間の換算キロ35.1kmでＪＲの地方交通線用普通旅客運賃表から650円を求め、智頭急行線の運

賃1,260円を合算する。  4,120円  

ｄ． 大阪～上郡間の営業キロと智頭～鳥取間の営業キロを通算した154.6kmでＪＲの地方交通線用普通

旅客運賃表から2,940円を求め、智頭急行線の運賃1,260円を合算する。  4,200円  
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問24．次の行程を旅行開始から5日以内に往復乗車する場合、運賃に往復割引が適用されるものはどれか。 

 

〔行程〕 

   寝台特急「カシオペア号」 

ａ． 往路 上野 ―――――――――― （盛岡） ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ （八戸） ――――――― 函館 

   営業キロ 531.7km     営業キロ 256.4km    

注） 盛岡―八戸間はIGRいわて銀河鉄道と青い森鉄道であり、ＪＲ東日本及びＪＲ北海道と通過

連絡運輸の取扱いを行なっている。 

    特急「スーパー白鳥号」   新幹線「はやて号」    

復路 函館 ―――――――――― 八戸 ―――――――――――――――――――― 東京 

 全区間営業キロ 888.3km 

 

   寝台特急「出雲号」  

ｂ． 往路 東京 ――――――――――― （東海道本線、山陰本線） ――――――――――― 松江 

   営業キロ 865.5km  

 

   寝台特急「サンライズ出雲号」  

 復路 松江 ――――――― （山陰本線、伯備線、山陽本線、東海道本線） ――――――― 東京 

   営業キロ 920.9km  

 

   新幹線「のぞみ号」  

ｃ． 往路 博多 ―――――――――――― （山陽・東海道新幹線） ―――――――――――― 京都 

   営業キロ   661.3km  

   運賃計算キロ 665.7km  
 

   寝台特急「あかつき号」  

 復路 京都 ―――――――― （東海道本線、山陽本線、鹿児島本線） ―――――――― 博多 

   営業キロ   661.3km  

   運賃計算キロ 665.7km  

 

   普通列車   特急「スーパーおおぞら号」 特急「スーパー北斗号」   

ｄ． 往路 知床斜里 ――――――― 釧路 ――――――― 南千歳 ――――――― 長万部 

  全区間営業キロ   598.7km 

  全区間運賃計算キロ 611.6km 

 

    特急「スーパー北斗号」 特急「スーパーおおぞら号」   普通列車  

 復路 長万部 ――――――― 南千歳 ――――――― 釧路 ――――――― 知床斜里 

  全区間営業キロ   598.7km 

  全区間運賃計算キロ 611.6km 
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問25． 次の行程を乗車する場合、片道乗車券の券面中  （ア）  ～  （ウ）  に入る組み合わせの

うち、正しいものはどれか。 

 

  東海道新幹線  中央線  

〔行程〕 静岡 ―――――――――― 東京 ―――――――――― 西荻窪 

  幹線  幹線  

  営業キロ 180.2km  営業キロ 20.6km  

注１） 西荻窪は東京都区内の駅に含まれる。 

注２） 静岡～品川～渋谷～西荻窪と利用した場合の営業キロは194.3km 

 

本州内ＪＲ３社幹線用普通旅客運賃表  

営業キロ 片道運賃  

181～200km 3,260円  

201～220km 3,570円  

 

 

 （ア） （イ） （ウ） 

ａ． 西荻窪 ２日間 3,260 

ｂ． 西荻窪 ３日間 3,570 

ｃ．  区  東京都区内 ２日間 3,260 

ｄ．  区  東京都区内 ３日間 3,570 
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問26． 12歳の中学生と９歳の小学生が、特急のＢ寝台１つを２人で利用する場合に必要な、乗車券、特急

券、寝台券の組合せのうち、正しいものはどれか。 

 

 乗車券 特急券 寝台券 

ａ． 大人１人分＋小児１人分 大人１人分 １人分 

ｂ． 大人１人分＋小児１人分 大人１人分＋小児１人分 １人分 

ｃ． 小児２人分 小児１人分 １人分 

ｄ． 小児２人分 小児２人分 １人分 

 

問27． 次の行程を同日中に大人１人が通常期の普通車指定席に乗車し、下記の行程の特急券を同時に購入

する場合、特急料金の算出方法で正しいものはどれか。（ただし、新八代駅では改札口を出場しな

い。） 

 

〔行程〕 

 特急「リレーつばめ号」  新幹線「つばめ号」  

熊本 ―――――――――― 新八代 ―――――――――― 鹿児島中央 

 営業キロ 32.9km  営業キロ 137.6km  

 

九州新幹線の指定席特急料金 

区 間 新八代～鹿児島中央 

指定席特急料金 2,910円 

ＪＲ九州在来線の通常期指定席特急料金 

営業キロ 50kmまで 

指定席特急料金 1,100円 

鹿児島本線と九州新幹線にまたがって利用する場合の指定席特急料金 

新八代からの営業キロ 在来線区間 

新幹線区間 25Kmまで 50kmまで 100kmまで 150kmまで 

新八代～鹿児島中央 2,960円 3,200円 3,450円 3,810円 

ａ．3,200円 

ｂ．2,910円＋1,100円×0.5（乗継割引）＝3,460円 

ｃ．3,810円 

ｄ．2,910円＋1,100円＝4,010円 
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問28． 大人１人が次の行程を同日中に乗継ぎ駅で改札口を出場しないで、全区間グリーン車を利用した場

合、グリーン料金を通しで計算できる区間として正しいものはどれか。 

 

〔行程〕 

   特急「つばさ号」 新幹線「やまびこ号」 新幹線「こまち号」 特急「こまち号」    

米沢 ―――――― 福島 ―――――― 仙台 ―――――― （盛岡） ―――――― 秋田 

ａ． 米沢～秋田間 

ｂ． 福島～秋田間 

ｃ． 米沢～仙台間と仙台～秋田間 

ｄ． 米沢～盛岡間 

 

問29． 次の行程を同日中に乗継ぐ場合、下線の列車2本ともに特急料金に乗継割引が適用されるものはど

れか。 

 

〔行程〕 

  新幹線「はやて号」  特急「スーパー白鳥号」  特急「北斗号」  

ａ． 東京 ―――――――――――― 八戸 ――――――― 函館 ―――――――――― 札幌 

 

    特急「スーパーひたち号」 新幹線「はやて号」 新幹線「とき号」 特急「はくたか号」  

ｂ． 相馬 ――――― 仙台 ―――――― 大宮 ―――――― 越後湯沢 ――――― 直江津 

 

    特急「雷鳥号」 新幹線「のぞみ号」 特急「リレーつばめ号」 新幹線「つばめ号」    

ｃ． 金沢 ――――― 新大阪 ――――― 博多 ――――― 新八代 ――――― 鹿児島中央 

 

    新幹線「ひかり号」 特急「リレーつばめ号」 新幹線「つばめ号」 特急「きりしま号」      

ｄ． 広島 ――――― 博多 ――――― 新八代 ――――― 鹿児島中央 ――――― 霧島神宮 
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問30． 次のＪＲ券を９月14日に払い戻した場合の払いもどし手数料の計算方法で、正しいものはどれか。 

 

ａ．  5,030円×0.3＝1,509 …（は
．
数整理） 1,500円  1,500円  

ｂ．  5,150円×0.3＝1,545 …（は
．
数整理） 1,540円  1,540円  

ｃ．  5,030円×0.3＝1,509 …（は
．
数整理） 1,500円 

  5,150円×0.3＝1,545 …（は
．
数整理） 1,540円 

  1,500円＋1,540円＝3,040  3,040円  

ｄ． 10,180円×0.3＝3,054 …（は
．
数整理）  3,050円  

 

問31． 次の周遊きっぷに関する記述のうち、誤っているものはどれか。 

ａ． 周遊ゾーン内で特急列車の普通車指定席を利用する場合は、指定席特急券が必要となる。 

ｂ． 片道航空機を利用する場合を除き、ゆき券・かえり券はそれぞれ周遊ゾーンの入口（出口）駅と

出発駅との間が、営業キロで片道201km以上が必要である。 

ｃ． ゾーン券の有効期間はいずれの周遊ゾーンも５日間であるが、北海道ゾーンのみ５日間用のほか

に10日間用がある。 

ｄ．学割を利用した場合、ゆき券・かえり券は、それぞれの区間・経路による運賃の40％引きとなる。 

 

問32． 次頁のＪＲ時刻表（交通新聞社発行）〔抜粋〕に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

ａ． エル特急「リレーつばめ56号」には、グリーン個室が４室ある。 

ｂ． 特急「ゆふいんの森６号」には、食堂車がある。 

ｃ． 寝台特急「はやぶさ号」には、Ａ寝台の１人用個室とＢ寝台の２人用個室があり、鳥栖駅から東

京駅まで長崎始発の寝台特急「さくら号」を併結して走る。 

ｄ． 特急「ゆふいんの森６号」が運休の日には、特急「ゆふ86号」が運転され、普通車の指定席と自

由席がある。 
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ＪＲ時刻表（交通新聞社） 2004年８月号より抜粋 
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