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 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一つ選びなさい。

（地名及び数値の表記については、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．道東にある 　　　　　 は、周囲が約58kmのカルデラ湖で、湖の中央には中島、湖畔には砂湯温泉

があり、美幌峠からはこの湖を一望できる。

ａ．阿寒湖 ｂ．屈斜路湖 ｃ．涛沸湖 ｄ．摩周湖

問２．道東を代表する港町 　　　　　 は、歌人『石川啄木』ゆかりの地であり、多くの歌碑が建立され、

市内のベイエリアにかかる幣舞橋の欄干には春・夏・秋・冬を表現する「四季の像」を配している。

ａ．小樽市 ｂ．根室市 ｃ．釧路市 ｄ．函館市

問３．平泉には、芭蕉が「五月雨の降のこしてや光堂」と詠んだ 　　　　　 の金色堂があり、源義経の

最期の地でもある。

ａ．中尊寺 ｂ．瑞巌寺 ｃ．毛越寺 ｄ．立石寺

問４．江戸時代庄内藩14万石の城下町 　　　　　 には、藩校の「致道館」や御用商人として栄えた旧風

間家住宅「丙申堂」など国指定の史跡、文化財が残り、湯野浜、湯田川などの温泉がある。

ａ．新庄市 ｂ．鶴岡市 ｃ．山形市 ｄ．米沢市

問５．関東平野北東部に位置する標高876mの独立峰で、８月には「がままつり」で賑わう 　　　　　 の

南麓は、研究学園都市として発展を遂げている。

ａ．赤城山 ｂ．丹沢山 ｃ．筑波山 ｄ．妙義山

問６．日本海に沈む夕日が眺められる 　　　　　 温泉は、明治37年に石油掘削中に湧出し、鮭の溯上で

有名な三面川が流れる村上市内にある。

ａ．岩室 ｂ．瀬波 ｃ．月岡 ｄ．弥彦
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問７．哀愁をおびた胡弓などの伴奏にあわせて踊る「おわら風の盆」は、 　　　　　 で毎年９月１日～

３日に催される。

ａ．富山市八尾町 ｂ．下新川郡宇奈月町

ｃ．砺波市庄川町 ｄ．中新川郡立山町

問８．平成16年７月にユネスコの世界文化遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」は、「吉野・大

峯」「熊野三山」「高野山」の三つの霊場とそれらを結ぶ参詣道からなり、　　　　　 にまたがる。

ａ．三重県と奈良県 ｂ．三重県と和歌山県

ｃ．奈良県と和歌山県 ｄ．三重県と奈良県と和歌山県

問９．京都三大祭の一つで、千百年の伝統を有する八坂神社の祭礼である 　　　　　 は、毎年７月に行

われ、「山鉾巡行」は有名である。

ａ．葵祭 ｂ．祇園祭 ｃ．時代祭 ｄ．三船祭

問10．西海国立公園の九十九島巡り遊覧船が発着する 　　　　　 には、17世紀のオランダの街並みを再

現したテーマパーク「ハウステンボス」がある。

ａ．平戸市 ｂ．佐世保市 ｃ．諫早市 ｄ．長崎市

問11．次の沖縄県の白地図における番号と、下表に示すその島の名前の組み合わせがすべて正しいものは

どれか。

① ② ③

ａ． 久米島 宮古島 石垣島

ｂ． 石垣島 西表島 宮古島

ｃ． 宮古島 石垣島 久米島

ｄ． 久米島 宮古島 西表島
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問12．次の観光地、祭、温泉地の組み合わせのうち、すべて同一都道府県にあるものはどれか。

ａ．角館　　　　　―　花笠まつり　　　―　蔵王温泉

ｂ．三内丸山遺跡　―　青森ねぶた祭　　―　湯瀬温泉

ｃ．羽黒山　　　　―　仙台七夕まつり　―　作並温泉

ｄ．田沢湖　　　　―　竿燈まつり　　　―　男鹿温泉

問13．次の湖、温泉地、観光施設の組み合わせのうち、すべて同一都道府県にあるものはどれか。

ａ．榛名湖　―　水上温泉　　―　足利学校

ｂ．黒部湖　―　新穂高温泉　―　飛騨の里

ｃ．諏訪湖　―　赤倉温泉　　―　旧開智学校

ｄ．芦ノ湖　―　強羅温泉　　―　鶴岡八幡宮

問14．次の観光地、温泉地、観光施設の組み合わせのうち、すべて同一都道府県にあるものはどれか。

ａ．蒜山高原　―　三朝温泉　　　―　吉備津神社

ｂ．秋吉台　　―　長門湯本温泉　―　森鴎外旧宅

ｃ．小豆島　　―　湯郷温泉　　　―　閑谷学校

ｄ．石鎚山　　―　道後温泉　　　―　子規記念博物館

問15．次の観光地、温泉地、観光施設の組み合わせのうち、すべて同一都道府県にあるものはどれか。

ａ．虹の松原　　　　―　原鶴温泉　―　旧立花家別邸「御花」

ｂ．臼杵の石仏　　　―　鉄輪温泉　―　宇佐神宮

ｃ．高千穂峡　　　　―　杖立温泉　―　夏目漱石記念館

ｄ．知覧武家屋敷群　―　指宿温泉　―　飫肥城址

問16．次の島の組み合わせのうち、すべて同一都道府県にあるものはどれか。

ａ．初島　　―　式根島　　―　八丈島

ｂ．宮島　　―　大三島　　―　生口島

ｃ．屋久島　―　奄美大島　―　与論島

ｄ．福江島　―　壱岐島　　―　隠岐島

問17．次の美術館、寺院、都市名の組み合わせのうち、すべて同一都道府県にあるものはどれか。

ａ．碌山美術館　―　恵林寺　―　塩山市

ｂ．徳川美術館　―　鳳来寺　―　豊橋市

ｃ．大原美術館　―　千光寺　―　倉敷市

ｄ．足立美術館　―　大山寺　―　安来市
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問18．次の温泉地の組み合わせのうち、すべて同一都道府県にあるものはどれか。

ａ．天童温泉　―　赤湯温泉　　―　飯坂温泉

ｂ．別所温泉　―　大町温泉　　―　昼神温泉

ｃ．粟津温泉　―　山代温泉　　―　芦原温泉

ｄ．白浜温泉　―　湯の峰温泉　―　十津川温泉

問19．次の半島とその半島にある温泉地、観光地の組み合わせのうち、正しいものはどれか。

ａ．積丹半島　―　ウトロ温泉　―　オシンコシンの滝

ｂ．津軽半島　―　薬研温泉　　―　恐山

ｃ．能登半島　―　和倉温泉　　―　禄剛崎

ｄ．大隅半島　―　指宿温泉　　―　長崎鼻

問20．次の空港名と空港コードの組み合わせのうち、正しいものはどれか

ａ．函館空港　―　ＨＫＪ ｂ．熊本空港　―　ＫＭJ

ｃ．松山空港　―　ＭＡＪ ｄ．新潟空港　―　ＮＧJ
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第２問 モデル宿泊約款に関する問21.の設問について該当するものを、選択肢から一つ選びなさい。

（以下は平成17年８月１日現在有効な条件による。）

（配点　５点×１）

問21．次の文章のうち、 　　　　　 に当てはまる語句と数字の組み合わせで、正しいものはどれか。

「子供料金は 　　ア　　 以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の

 　　イ　　 ％、子供用食事と寝具を提供したときは 　　ウ　　 ％、寝具のみを提供したときは

 　　エ　　 ％をいただきます。」

ａ．ア－小学生、イ－80、ウ－60、エ－20

ｂ．ア－小学生、イ－70、ウ－50、エ－30

ｃ．ア－中学生、イ－80、ウ－60、エ－20

ｄ．ア－中学生、イ－70、ウ－50、エ－30

第３問 国内航空２社（日本航空、全日空）に関する以下の問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なさい。 （以下は平成17年６月１日現在有効な条件による。）

（配点　５点×３）

問22．次の記述のうち、正しいものはどれか。

ａ．満３歳未満の幼児で大人に同伴され、座席を使用しない場合は、大人１名につき２名が無賃となる。

ｂ．往復割引は、満３歳以上の同一人が、有効期間(発行日及び発行日の翌日から起算して90日間)内に、

同一区間を単純往復する場合に適用される。

ｃ．身体障害者割引運賃は、第１種の身体障害者にのみ適用され、同行する介護者には適用されない。

ｄ．特便割引（特割）７は、チケットレスサービスを利用しないで搭乗日の10日前に予約した場合、搭

乗日の７日前までに航空券を購入しなければならない。
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問23．次の航空券に関する記述のうち、正しいものはどれか

ａ．この航空券には中部国際空港の「旅客施設使用料」として、300円が含まれている。

ｂ．この航空券に適用される運賃は、満65歳以上の旅客に対して適用され、搭乗日当日まで予約ができ

る。

ｃ．この航空券に適用される運賃は、土曜日にも適用できる。

ｄ．この航空券を６月３日に取消した場合、取消手数料は不要である。

注）券面上の★は設問上伏せてある。
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問24．次の航空券の 　　ア　　 の部分に記載されている事項の組み合わせで、正しいものはどれか。

ａ．予約の変更はできません

払戻しの際は50％の手数料をいただきます

払戻が可能なのは予約便出発の４日前までに取消した場合のみです

ｂ．予約の変更はできません

払戻しの際は50％の手数料をいただきます

払戻が可能なのは予約便出発までに取消した場合のみです

ｃ．予約の変更はできません

払戻しの際は35％の手数料をいただきます

予約便出発後に取消した場合は50％の手数料をいただきます

ｄ．スーパーシートプレミアムへの予約の変更のみ可能です

払戻しの際は35％の手数料をいただきます

予約便出発後に取消した場合は50％の手数料をいただきます
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第４問 旅客鉄道会社（ＪＲ）に関する以下の問25.～問32.の各設問について該当するものを、それぞれの選

択肢から一つ選びなさい。 (以下は平成17年４月1日現在有効な条件による。)

（配点　５点×８）

問25．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。

［行　程］

函館本線・千歳線・室蘭本線・函館本線 函館本線・江差線・津軽海峡線・津軽線

特急「スーパー北斗 12号」 特急「スーパー白鳥 28号」

札幌 （五稜郭） 函館 （五稜郭） （中小国） 青森

幹線 幹線 幹線 地方交通線 地方交通線

営業キロ 315.3km 3.4km 3.4km 125.6km 31.4km

換算キロ 138.2km 34.5km
・315.3km＋3.4km＋3.4km＝322.1km

・315.3km＋3.4km＋3.4km＋125.6km＋31.4km＝479.1km

・315.3km＋138.2km＋34.5km＝488km

注１）特急「スーパー北斗 12号」と特急「スーパー白鳥 28号」はともに五

稜郭には、停車しない。

注２）五稜郭と函館間は区間外乗車（分岐駅を通過する列車に乗車する場合

の特例）の取扱いを行なっている。

注３）中小国は JR北海道と JR東日本の境界駅である。

本州内ＪＲ３社の幹線用
普通旅客運賃表

ＪＲ北海道の幹線用
普通旅客運賃表

ＪＲ北海道の幹線用
加算額表

461～480km 7,350円 301～320km 5,560円 261km～ 310円

481～500km 7,670円 321～340km 5,770円

本州内ＪＲ３社の地方交通線用
普通旅客運賃表

ＪＲ北海道の地方交通線用
普通旅客運賃表

29～32km 570円 111～128km 2,420円

33～37km 650円 129～146km 2,730円

ａ．7,350円＋310円＝7,660円 　7,660円

ｂ．7,670円＋310円＝7,980円 　7,980円

ｃ．5,560円＋2,420円＋570円＝8,550円 　8,550円

ｄ．5,770円＋2,730円＋650円＝9,150円 　9,150円
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問26．次の行程を乗車する場合の大人片道普通旅客運賃とその片道乗車券の有効期間との組み合わせで、

正しいものはどれか。

［行　程］

東北本線 東海道新幹線

赤　羽 東　京 岐阜羽島

営業キロ　13.2km 営業キロ 396.3km

注１） 赤羽は東京都区内に属する駅である。

本州内ＪＲ３社の幹線用普通旅客運賃表

営業キロ 普通旅客運賃

381～400ｋｍ
401～420ｋｍ

6,300円
6,620円

大人片道普通旅客運賃 片道乗車券の有効期間

ａ． 6,300円 ３日間

ｂ． 6,300円 ４日間

ｃ． 6,620円 ３日間

ｄ． 6,620円 ４日間
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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、東京～松阪間の特

急料金の算出方法で、正しいものはどれか。

［行　程］

新幹線「のぞみ号」 特急「（ワイドビュー）南紀号」
東　京 名古屋 （河原田） （津） 松　阪

営業キロ　44.1km 営業キロ　19.1km

注１）特急「（ワイドビュー）南紀号」は伊勢鉄道（河原田～津間）を直通する特急である。

注２）伊勢鉄道はＪＲ東日本・ＪＲ東海と通過連絡運輸の取扱いを行っており、河原田～津間の特急料

金は 310円である。

新幹線「のぞみ号」の通常期指定席特急料金

区　　　間 指定席特急料金

東　京～名古屋 4,690円

在来線の通常期指定席特急料金

営業キロ 指定席特急料金

50kmまで
100kmまで

1,240円
1,660円

ａ．（1,660円＋310円）÷2＝985円→は
．
数整理→980円

4,690円＋980円＝5,670円 　5,670円

ｂ．4,690円＋1,660円÷2＋310円＝5,830円 　5,830円

ｃ．（1,240円＋310円＋1,240円）÷2＝1,395円→は
．
数整理→1,390円

4,690円＋1,390円＝6,080円 　6,080円

ｄ．4,690円＋1,240円÷2＋310円＋1,240円＝6,860円 　6,860円

問28．ＪＲ券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．新幹線「ひかり号（ひかりレールスター）」４人用普通個室を大人３人で利用する場合、大人３名分

の運賃・指定席特急料金の他に、小児 1名分の運賃・指定席特急料金が必要となる。

ｂ．特急列車の一人用Ｂ寝台個室「ソロ」を大人１人と小児１人の２名で利用する場合、乗車券、特急券、

寝台券は大人１人分でよい。

ｃ．新幹線「つばめ号」の指定席特急料金は、通年同額である。

ｄ．新幹線「のぞみ号」に乗車して全区間自由席を利用する場合の特急料金は、新幹線「のぞみ号」の通

常期指定席特急料金から 510円を差し引いた額となる。
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問29．次の行程を同日中に乗り継ぐ場合、下線を付した列車の特急料金に乗継割引が適用されるものはど

れか。

［行　程］
急行「はまなす号」 特急「スーパーホワイトアロー号」

ａ．青　森 札　幌 旭　川

新幹線「こまち号」 特急「こまち号」 特急「かもしか号」

ｂ．東　京 （盛　岡） 秋　田 大　館

新幹線「のぞみ号」 快速「マリンライナー号」 特急「うずしお号」

ｃ．名古屋 岡　山 高　松 徳　島

特急「南風号」 新幹線「のぞみ号」 特急「リレーつばめ号」 新幹線「つばめ号」

ｄ．高　知 岡　山 博　多 新八代 鹿児島中央

問30．次のＪＲ券を５月27日に払い戻した場合の払いもどし手数料で、正しいものはどれか。

ａ．320円 　　　320円

ｂ．320円×２名分＝640円 　　　640円

ｃ．50,980円×0.3＝15,294円→は
．
数整理→15,290円 　 15,290円

ｄ．5,780円×0.3＝1,734円→は
．
数整理→1,730円

50,980円×0.3＝15,294円→は
．
数整理→15,290円

1,730円＋15,290円＝17,020円 　 17,020円
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問31．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」一般用は、２人の年齢を合わせて 88歳以上となる夫婦が同一行程で

利用する場合に発売し、５日間用、７日間用、12日間用がある。

ｂ．「ナイスミディパス」は年齢が 28歳以上で、２人以上の女性グループを対象に設定されたもので、普

通車用の２人用と３人用があり、有効期間は３日間となっている。

ｃ．「青春 18きっぷ」は、利用旅客が学生に限定され、冬季用（冬休み）、春季用（春休み）、夏季用（夏

休み）の 3期間に設定されている。

ｄ．「レール＆レンタカー」は往復通算 201キロ以上ＪＲ線区を利用し、駅レンタカー券を同時に購入し

た場合に適用され、乗車券、レンタカー料金のみが割引の対象となる。

問32．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．特急「すずらん８号」に乗車し室蘭に行くには、東室蘭駅で普通列車 1438Mに乗り換えなければな

らない。

ｂ．快速「エアポート 194号」は、小樽～新千歳空港間で普通車指定席車両を連結している。

ｃ．特急「とかち 11号」にはグリーン車が連結されており、グリーン車の一部は自由席である。

ｄ．急行「はまなす号」にはＢ寝台車が連結されているが、普通車自由席車両は連結されていない。
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