
ビジネス能力検定 ジョブパス

（説明時間　10：20 〜 10：30）
（試験時間　10：30 〜 11：30）

文部科学省後援　平成 30 年度前期

・試験問題は試験監督者の指示があるまで開かないでください。
・解答用紙（マークシート）への必要事項の記入は、試験監督者
  の指示があるまで行わないでください。

・机の上には、受験票および筆記用具以外は置かないでください。電卓、辞書、参考書
等の使用はできません。

・この試験問題は 18 ページあります。試験監督者の指示と同時にページ数を確認してく
ださい。乱丁等がある場合は、手をあげて試験監督者に合図してください。

・試験監督者の指示と同時に、解答用紙（マークシート）に、受験者氏名・受験番号
（下 11 桁）を記入し、受験番号下欄の数字をぬりつぶしてください。正しく記入され
ていない場合は、採点されませんので十分注意してください。

・試験問題は、すべてマークシート方式です。正解と思われるものを１つ選び、解答欄
の　　を HB の黒鉛筆でぬりつぶしてください。ボールペン等、鉛筆以外を使用した場
合は採点されません。また、２つ以上ぬりつぶすと、不正解になります。

・試験問題についての質問には、一切答えられません。

・試験中の筆記用具の貸し借りは一切禁止します。

・試験を開始してから 30 分以内および試験終了５分前以降の退場はできません。30 分経過
後退場する場合は、もう一度、受験者氏名・受験番号・マークが記入されているか確認
し、試験監督者の指示に従って退場してください。（再入場不可）試験問題は持ち帰っ
てください。

・合否の発表は平成 30 年 8 月下旬の予定です。合格者へは合格証を同封します。

　①団体受験の方は、団体経由で合否を通知します。

　②個人受験の方は、受験票に記載された住所に郵送で合否を通知します。

　③合否結果についての電話・手紙等でのお問い合わせには、一切応じられません。

＜実施　平成 30 年 7 月 1 日（日）＞

一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団

3
級



1 1

問題 1．次の に入れるべき適切な語句を選択肢から選べ。

（1）車両に搭載した磁石と地上に取り付けたコイルとの間の磁力によって、走行させる鉄
道車両のことを という。

【選択肢】
ア．リニアモーターカー　　イ．電気自動車　　ウ．ドローン

（2）世界遺産とは、重要な遺跡などを対象とする文化遺産、自然や地域を対象とする自然
遺産、および、両方の要素を備えた複合遺産のことで、 によって登録される。

【選択肢】
ア．サミット　　イ．ユネスコ　　ウ．パリ協定

（3）低金利政策や好景気などにより発生した膨大な余剰資金が、土地の購入や株などへの
投資に大量にまわることで、土地の価格や株価が実体以上に上昇する経済状況のことを

という。

【選択肢】
ア．バブル経済　　イ．グローバル化　　ウ．高度経済成長

（4）新たな価値を創造する製品やサービスを開発したり、革新的な生産方法を導入したり
することで、経済成長の原動力となるような変革のことを という。

【選択肢】
ア．インターンシップ　　イ．アウトソーシング　　ウ．イノベーション

（5）地域で生産された農産物やとれた水産物を、その地域で販売し、消費することで、消
費者の食の安全に対するニーズに応えることや、地域経済の活性化を図っていくことを

という。

【選択肢】
ア．ジャストインタイム　　イ．地産地消　　ウ．植物工場
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問題 2．次の各問に答えよ。

（1）仕事の基本となる意識について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．納期意識とは、担当する仕事の期限を確認し、自分一人の力によって、期限まで
に仕事を完成させることである。

イ．時間意識とは、時間のムダをなくし、重要な仕事にできるだけ多くの時間を割り
あてられるように、時間を有効に使うことである。

ウ．コスト意識とは、設備費や材料費をコストとして認識し、多くのコストをかける
ことによって、最大の成果をねらうことである。

（2）仕事中の携帯電話のマナーとして、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．会議に入る前に、自分の携帯電話への着信にすぐに気がつき、電話に出られるよ
う着信音量を大きくしておく。

イ．社用車を運転中に、携帯電話に大切なお客さまからの着信があったときは、すぐ
に電話に出て用件を聞き、安全な場所を確認してから停車させる。

ウ．携帯電話に発信するときは、まず自分から名乗って相手の名前を確認し、「今、お
話してもよろしいでしょうか」などと通話できる状況にあるかを確認する。

（3）先輩や上司への相談の仕方に関する記述の正誤の組み合わせとして、適切なものを選
択肢から選べ。

ａ．自分なりに内容を整理し、考えをまとめてから相談する。
ｂ．上司や先輩の都合よりも、自分の時間の都合を優先して相談する。
ｃ．「結論」を相手に求めるのではなく、「ヒント」をもらうつもりで相談する。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 正 誤 誤
イ． 誤 正 正
ウ． 正 誤 正
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（4）先輩や上司からの忠告の受け方に関する記述の正誤の組み合わせとして、適切なもの
を選択肢から選べ。

ａ．先輩や上司は、後輩や部下を「もっと伸ばそう」という気持ちから忠告してくれ
ているので、前向きに忠告を聞く。

ｂ．先輩や上司の忠告に対し、反論したいことや言いたいことがあれば、相手が話し
ている途中でも、自分の考えを話す。

ｃ．忠告を受けた後は、その内容を振り返って今後の仕事にいかし、先輩や上司には
感謝の気持ちを伝える。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 正 誤 正
イ． 誤 正 正
ウ． 正 誤 誤

（5）電子メールを送信するさいの注意点に関する記述の正誤の組み合わせとして、適切な
ものを選択肢から選べ。

ａ．件名だけでは内容がわからないようにして関心を持たせ、本文を読んでもらえる
ように工夫する。

ｂ．誤った送信を防ぐために、送信する前に、もう一度、あて先、件名、本文、添付ファ
イルが正しいかを確認する。

ｃ．緊急や重要な用件の場合、電子メールを送信すれば、相手はすぐに読むので、電
話連絡はしない方が良い。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 誤 正 正
イ． 正 誤 正
ウ． 誤 正 誤

3
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問題 3．次の用語の説明として適切なものを選択肢から選べ。

（1）シェアビジネス
【選択肢】

ア．事業主が販売会社、外食企業などの本部と契約を結んで加盟店となり、本部が持
つ経営ノウハウやブランド力を使って営業活動を行う形態のこと。

イ．営業活動を行うさいに、お客さまが求めるものを理解して、お客さまに常に満足
していただける商品やサービスを提供しようとする意識のこと。

ウ．空き部屋やたまにしか乗らない車などを、主にインターネットを通じた借り手と
貸し手のマッチングにより、必要とする人に有効活用してもらう事業のこと。

（2）バリアフリー
【選択肢】

ア．建物の段差を取り除いて移動をしやすくしたり、階段に手すりを付けたりするこ
とで、障がい者や高齢者が生活しやすい社会環境をつくり出すこと。

イ．障がい者や高齢者に特別な配慮をするのではなく、そうした人々も一般の人々と
同じように生活できる社会が、正常な状態とする考え方のこと。

ウ．消費者に会社のイメージや情報、商品などについて宣伝するために、マスメディ
アに報道されるように働きかける活動のこと。

（3）ランニングコスト
【選択肢】

ア．事業の初期段階に必要な、店舗や事務所、工場の開設、機械設備導入などのため
の設備投資のこと。

イ．事業で必要な材料費や人件費、設備費などのコストに見合った価値を、生み出そ
うとする意識のこと。

ウ．事業を継続して運営するために必要な商品や原材料の仕入れ、人件費などの費用
のこと。

（4）情報モラル
【選択肢】

ア．コンピュータネットワーク上で、他人の情報を盗んだり、データを破壊したりす
ることなどを目的とした悪意のある行動のこと。

イ．インターネットを通じて情報を発信するさいに、その情報で自分や他人が無用な
トラブルに巻き込まれないように、気をつけるべき態度や基本的な考え方のこと。

ウ．コンピュータの動作、適用場面を理解し、操作、入力作業、データ処理などコン
ピュータを使いこなすことで、必要な情報を得ることができる能力や知識のこと。

（5）カウンセリング
【選択肢】

ア．人が抱える悩みや不安に対して、心理学などの専門的な知識、技術を持った人が
面談することで援助をしていくこと。

イ．会社が社員に対して、ストレスに関する質問票に記入してもらい、それを集計、
分析することで、ストレスが発生する原因を調査する取り組みのこと。

ウ．営業や面接などの実務の場面を想定して、それぞれが役割を実際に演じることで
問題点や解決法を考えさせる学習法のこと。

4
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問題 4．次の各問に答えよ。

（1）健康管理に関する記述の正誤の組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

ａ．規則正しい生活や日頃から運動を行うことで、健康に自信があれば、定期的な健
康診断の受診を控えても良い。

ｂ．バランスよく栄養をとるために、食事を抜いたダイエットや偏った食生活は避け
た方が良い。

ｃ．不眠や頭痛などの具体的な症状が出て、仕事や生活に支障をきたすまでは、スト
レス対策を行わなくて良い。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 誤 正 誤
イ． 正 誤 誤
ウ． 誤 正 正

（2）職場のマナーに関する記述の正誤の組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

ａ．上司に呼ばれたので、「はい」と返事をして、メモが取れる用意をして上司のとこ
ろに行った。

ｂ．自分の所有するカメラが家族旅行の直前に故障したため、会社のカメラを持ち帰り、
使用後にすみやかに返却した。

ｃ．近くの取引先に書類を届けるさいに、10 分程度で戻れそうだったので、上司やま
わりの人に何も言わずに外出した。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 誤 誤 正
イ． 誤 正 誤
ウ． 正 誤 誤

5
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（3）図のような応接室で、お客さま２人と上司と自分の４人で打ち合わせをする場合、お
客さまにすすめる席と上司の席として、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．お客さま＝①と③、上司＝②
イ．お客さま＝①と②、上司＝③
ウ．お客さま＝③と④、上司＝①

（4）新商品の案内を目的に取引先を訪問する手順について、適切なものを選択肢から選べ。

①上司に訪問先、用件、帰社予定時間を伝えてから外出する。
②訪問先の受付で自分の会社名、氏名、用件を伝える。
③訪問の約束をした時に、取引先から要望があった商品サンプルを揃える。
④脱いでいた上着を着て、身だしなみを整える。
⑤電話で取引先の担当者に訪問の約束をとる。

【選択肢】
ア．③→①→⑤→④→②
イ．⑤→③→①→④→②
ウ．⑤→①→③→②→④

（5）営業部所属の新入社員が取引先の担当者と打ち合わせ中に、担当者の上司である課長
を紹介してもらえることになった。応接室に入ってきた課長との名刺交換の手順につい
て、適切なものを選択肢から選べ。

①「〇〇株式会社営業部の□□と申します」と自己紹介し、両手で名刺を渡す。
② 席から立ち上がり、「はじめまして」とあいさつをする。
③「ちょうだいいたします」と言って、課長の名刺を両手で受け取る。
④ 名刺入れから名刺を取り出し、名刺を課長が読める方向に向けて持つ。

【選択肢】
ア．②→④→①→③
イ．②→③→④→①
ウ．③→④→②→①
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問題 5．次の新聞記事を読んで各問に答えよ。　　
（日本経済新聞　2017.11.20）

7

原文は、著作権の問題上、掲載できません
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（1）テレワークを導入したソフトウエア会社のインフォテリアの状況について、もっとも
適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】　
ア．最高気温が 35 度超になると予想された８月９日には、テレワークを利用した社員

が多く、３割ほどしか出社しなかった。
イ．社員からの要望に応じて、週に何日テレワークにすると決めている。
ウ．社員の通勤の負担を軽減するため、台風や大雪など天候が悪いときなどに柔軟に

取り入れている。

（2）図表を読み、テレワークを導入した企業および未導入の企業の直近３年の業績につい
て、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】　
ア．テレワーク導入企業は、売上高と経常利益ともに伸び率が 30％を超えている。
イ．テレワーク導入企業は、売上高の伸び率よりも経常利益の伸び率の方が高くなって

いる。
ウ．テレワーク未導入企業は、売上高の伸び率よりも経常利益の伸び率の方が高くなっ

ている。

（3）次の に入れるべき語句の組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

総務省の調査によると、2016 年度にはテレワークを導入した企業の労働生産性は未導入
の企業の a 倍であり、テレワークを導入した企業のうち導入の効果を実感できた
割合は、 b 割である。また、スタンフォード大学の調査によると、中国の旅行会
社のコールセンターでは、テレワークはオフィスワークよりも c ％仕事のパフォー
マンスが上がっている。

【選択肢】　
a b c

ア． 1.6 ９ 13
イ． 1.6 ６ 26
ウ． 2.6 ９ 13

8
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問題を読みやすくするために、この

ページは空白にしてあります。



10

（4）次の「テレワークの日」の記述について、下線部の語句のうち適切なものを選択肢か
ら選べ。

2020 年の東京五輪の開会式の日を見据えて、2017 年７月 24 日にテレワークを 922 の
企業・団体が一斉に実施したところ、東京都心部の豊洲地区では、午前 10 時台に携帯電話
の電波動向をもとに調べた人口が、2016 年の平均よりも 15％ほど少なかった。この日にテ
レワークに参加した 100 人以上の企業のうち、38％が情報サービスの企業・団体であった。

【選択肢】　
ア．2017 年７月 24 日
イ．2016 年
ウ．38％

（5）テレワーク導入後の影響について、もっとも適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】　

ア．日本テレワーク協会の主席研究員は、テレワーク導入後の企業において、心配し
ていた労務管理が問題になっていると話している。

イ．テレワーク中の社員に会社からメールや電話はあるが、同僚とのコミュニケーショ
ンの不足や欠如により労働生産性を下げるおそれがある。

ウ．総務省が会議で業務の情報交換をする機会が乏しくなっている問題点を指摘し、
テレワークに取り組んできた米企業のヤフーや IBM などが離脱する動きもある。

10
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問題 6．次のケースを読んで各問に答えよ。

堀江理沙子は、県内に３店舗を展開するドラッグストアのセントラルドラッグに入社し
て 10 ヵ月になる社員である。現在はＫ駅南口店に勤務しており、竹中店長のもと、先輩社
員の川口から指導を受けながら、レジ業務、生活用品の在庫管理と発注業務を担当している。
また、１ヵ月前から、川口が担当しているアルバイトのシフト作成業務の補佐もするよう
になっている。

ある朝、堀江が川口と２人で店舗のレジに立っていると、いつも午前中に来店される常
連のお客さまの順番になった。店は午前中のピークの時間帯で、レジにはお客さまの列が
でき始めており、堀江も川口も忙しく対応していた。

堀江「いらっしゃいませ。いつもありがとうございます。」
お客さま「キャンペーンのハガキをもらったのですが、今日はポイントが倍ですよね？」
堀江「キャンペーン期間は確か明日からだと思ったのですが・・。ハガキはお持ちですか？」
お客さま「ハガキは家に忘れてしまったのだけれど、会員カードがあれば、全品ポイン

トが２倍になると書いてあったはずよ。」
堀江「そうですか。念のため、確認をしたいのですが、少々お待ちいただけますか？」
お客さま「この後、用事があって急いでいるの。ポイントが倍だと思って多めに買い物

したけれど、大丈夫ですよね？」

（1）お客さまの問い合わせへの堀江の対応として、もっとも適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．常連のお客さまなので「承知しました。本日はポイントをサービスします。」とそ
の場で答える。

イ．「少々お待ち下さい。」と常連のお客さまとその後ろに並んでいるお客さまにお詫
びし、となりのレジに立っている川口にキャンペーンの開始日を確認し対応する。

ウ．レジに並んでいる他のお客さまをお待たせしないため「キャンペーンは明日から
です。」と答える。

レジ業務が一区切りついた堀江が控室に戻ると、川口がグループウェアの入ったタブレッ
ト端末をもって声をかけてきた。

川口「堀江さん、いつも手伝ってくれている朝の荷出しアルバイトのシフトですが、来
週分の確定をお願いできますか？今日中に、このタブレットから入力して下さい。」

堀江は、初めて一人でタブレットを操作することに不安もあったが、「わかりました。」
と返事をした。

川口「確定作業の流れを説明しますね。アルバイトはＡさん、Ｂさん、Ｃさん、Ｄさん、
Ｅさんの５人。シフトは３名体制で、ベテランのＡさんとＢさんのどちらかには
必ず来てもらっています。２人の希望を踏まえたベースのシフトはこのようにな
ります。」

そう言って、川口は堀江にタブレットのシフト管理画面を見せた。

11
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川口「あとは、Ｃさん、Ｄさん、Ｅさんの来週の希望を聞いて下さい。ただ、アルバイ
ト歴の浅いＤさんとＥさんは仕事に慣れていませんので、同じ日に入れないで下
さい。人手が足りない時は堀江さんにシフトに入ってもらいたいのですが、社員
の朝礼がある月曜日とセールの準備がある土曜日、日曜日は入らないで下さい。
調整結果をタブレットのシフト管理画面に入力して下さい。入力したら確定せず
に一時保存して私に見せて下さい。」

堀江「わかりました。」
堀江が各アルバイトに来週の都合を聞いたところ、結果は以下の通りだった。

Ｃさん  週 3 日まで。木曜、土曜、日曜を希望
Ｄさん  週 3 日まで。土曜、日曜は入れない。月曜、火曜、水曜を希望
Ｅさん  週 4 日まで。土曜、日曜も入れる。

（2）アルバイトの希望をもとにシフトを作成した場合、堀江が朝の荷出し業務に入るのは
何曜日か、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．火曜日
イ．水曜日
ウ．木曜日

来週の都合を聞いた堀江は昼休みを取り、午後からは生活用品の在庫確認と発注作業に
取りかかった。セントラルドラッグでは、各店舗の担当者が在庫データを見て社内のオン
ライン発注システムに必要な商品の数を入力し、それを発注センターが一括してメーカー
に注文している。入力が終わりしばらく経つと、発注センターの五十嵐から電話があった。

五十嵐「先ほど発注があったＺ社の子ども用歯ブラシ Z-KH01 ですが、メーカーの在庫
が少なく、明後日 11 日の金曜日に間に合わないかもしれないとの連絡がありま
した。」

12

トップページ　＞　シフト管理画面 一時保存 確定

5月14日（月）－5月20日（日）
14日 月曜日  15日 火曜日  16日 水曜日  17日 木曜日  18日 金曜日  19日 土曜日 2 0日 日曜日

アルバイト Aさん 9:00-
10:00 Aさん 9:00-

10:00 Aさん 9:00-
10:00 Aさん 9:00-

10:00 Aさん 9:00-
10:00 Bさん 9:00-

10:00 Bさん 9:00-
10:00

アルバイト Bさん 9:00-
10:00 Bさん 9:00-

10:00 Bさん 9:00-
10:00

アルバイト
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堀江「そうですか。大丈夫だと思いますが、川口さんに確認します。少々お待ち下さい。」
堀江は電話を保留にし、となりで事務処理をしていた川口に声をかけた。
堀江「川口さん、Ｚ社の子ども用歯ブラシですが、メーカーの在庫が少なくて金曜日に

間に合わないかもしれないそうです。」
川口「その歯ブラシは土曜日の新聞折り込みチラシに載る商品です。困りましたね。」
堀江「すみません。在庫が少なくなっていることに気がつきませんでした。」
川口「何とか間に合うよう発注センターに依頼して下さい。ただし、間に合わない場合

に備え、近くのＳ学園前店の在庫から手配可能か聞いておいて下さい。」
川口との確認を終えて、堀江は五十嵐と話した。
堀江「やはり明後日に間に合わせたいのですが、何とかなりませんか？」
五十嵐「メーカーに聞いてみますが、回答は明日の午前中になると思います。」
堀江「明日、私は研修で不在になりますので、わかり次第、川口さんに電話をお願いし

ます。」
五十嵐「わかりました。」
堀江は、続いてＳ学園前店に電話をしたが、「在庫が十分にあるので、木曜日の午前中ま

でに電話連絡があれば取っておきます。」との返事だった。堀江は、グループウェアの引継
ぎ用掲示板にメッセージを書き込んだ。

（3）堀江が作成した業務の引継ぎメモの空欄に入れるべき語句の組み合わせとして、適切
なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 回答待ち 納入可否 電話連絡
イ． 回答待ち 納入価格 店舗訪問
ウ． 納品待ち 納入可否 店舗訪問

13

トップページ　＞　掲示板　＞　業務引継ぎ
FROM TO

トピックを作成する 堀江 ⇒ 川口 変更する 保存する

　　☆Z-KH01の納入確認について
カテゴリ

（すべて）

〆業務引き継ぎ

緊急連絡用トピック

店長より

その他 　　　以上、対応よろしくお願いいたします。

ゴミ箱

返信する

掲示版

品番Z-KH01をオンラインで30個発注しましたが、メーカー在庫が少なく、 11日（金）
の納期に間に合うか、発注センターからの となっています。

発注センター五十嵐さんより、10日（木）の午前中に、11日（金）の につ
いて、川口さんあてに電話にて連絡が入る予定です。

品番Z-KH01が納期に間に合わない場合は、S学園前店の在庫を借ります。同店に対し、
10日（木）の午前中に し、 11日（金）に取りに行く旨を連絡願います。

a

c

b



14

引継ぎメッセージの入力を終えると午後３時になっていた。堀江が休憩に入ると、店長
の竹中も休憩を取っていたので、堀江は気になっていた乳児用おむつについて質問してみた。

堀江「最近、Ｙ社製のおむつはあまり在庫補充の機会がありません。人気が落ちたので
はないでしょうか。」

竹中「確かに当店のＹ社製おむつの売上は落ちているようです。ただし、Ｙ社の営業の
方に聞くと全国的な売上は好調ですので、商品そのものより、競合店の影響かも
しれません。例えば、近所の若葉ドラッグは Web による販売促進が得意のようで
す。堀江さん、どんな取り組みをしているかインターネットを使って調べてくれ
ませんか？」

堀江「承知しました。」

（4）堀江がインターネットで行う調査として、もっとも適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．SNS の口コミが重要なので、若葉ドラッグへのクレーム投稿がないか、どのよう
な評価がされているのかを調べた。

イ．若葉ドラッグの公式サイトに掲載された Web チラシのＹ社製おむつの価格設定や
サービスの内容を見て、Ｋ駅南口店と比較した。

ウ．全国の価格情報が網羅されているサイトで、全国で一番安いおむつは、どの会社
の製品か、また、その価格はいくらかなどを調べた。

その後、店内の混雑の状況に応じてレジ業務を行いながら、指示を受けた荷出しアルバ
イトのシフト表を作成していたが、一人でタブレットを操作すると不慣れなところがいく
つか出てきた。夕方、堀江の退店時間が近づいた頃、ようやくシフト表の入力が終わった。
シフト表の作成状況が気になっていた川口が、店内の業務から戻り、堀江に声をかけた。
堀江は、ちょうど今、シフト表の入力が済んだことを川口に報告した。

堀江「グループウェアの操作で分からないことが多くて、マニュアルを見ながら操作を
していたら思いのほか時間がかかってしまいました。」

（5）堀江の今日一日の行動を振り返り、今後改善すべき点として、もっとも適切なものを
選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．Ｚ社製の歯ブラシの在庫が少ないことがわかった時点で、すみやかに川口に報告

したうえで、Ｓ学園前店の迷惑にならないように、週末のチラシに掲載しないこ
とをすぐに提案するべきであった。

イ．キャンペーンの開始日やチラシの掲載商品などの大事な情報は手帳にメモをして
おき、お客さまの質問にすぐに答えられる、在庫管理や発注業務に活かすなどの
工夫をするべきであった。

ウ．シフト管理などで日々活用するグループウェアについては操作を覚えておくべき
であり、操作方法に不安があれば、川口からシフトの確定作業を依頼されたとき
に断るべきであった。

14
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問題 7. Ａ社はファミリーレストランチェーンである。昨年、夏休み期間（５週間）に来店
されたお子さまにおもちゃを配布するキャンペーンを実施したところ、各店で一昨
年より売上高が増加した。今年も同様のキャンペーンを実施するにあたり、データ
を分析して慎重に準備することにした。＜資料１＞は、夏休み期間の各店の売上高
と客数の直近２年の実績および今年の予測のグラフである。＜資料２＞は、昨年キャ
ンペーン時のおもちゃの各店の割当数と配布数の推移である。これらの資料を見て
各問に答えよ。

15

＜資料 1＞　夏休み期間（５週間）の各店の売上高と客数の直近２年の実績および今年の予測 

＜資料 2＞　昨年キャンペーン時（2017年）のおもちゃの各店の割当数と配布数の推移 
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（1）＜資料１＞から読み取れる各店の売上高や客数の比較の説明として、適切なものを選
択肢から選べ。

【選択肢】
ア．2016 年において、Ｕ店は売上高も客数もＳ店の半分に満たなかった。
イ．2016 年および 2017 年において、Ｔ店は売上高、客数ともにＵ店よりも多かったが、

2018 年は客数が同数になると予測されている。
ウ．2018 年における各店の客数は、およそ 11,000 人から 15,000 人の範囲に入ると予

測されている。

（2） ＜資料１＞から読み取れる各店の売上高と客数の変化に関する説明の正誤の組み合わ
せとして、適切なものを選択肢から選べ。

ａ．Ｓ店の 2018 年の売上高は 2016 年と同じ 1,500 万円、2018 年の客数は 2017 年と同
じ 16,000 人と予測されている。

ｂ．Ｔ店の 2018 年の売上高は 2017 年と比較して 100 万円下がるが、客数は 2017 年と
比較して 1,000 人増加すると予測されている。

ｃ．Ｕ店の 2018 年の売上高は 2017 年と比較して 20％、2018 年の客数は 2017 年と比
較して 10％、それぞれ増加すると予測されている。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 誤 誤 正
イ． 誤 正 誤
ウ． 正 正 誤

（3）＜資料２＞から読み取れる各店のおもちゃの配布状況の説明について、次の に
入れるべき語句の組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

キャンペーン期間終了より１週間以上早くおもちゃがなくなったのが a 、キャ
ンペーン期間終了時におもちゃが余ったのが b である。結果として、全店ではキャ
ンペーン期間終了時に、 c 個余ってしまった。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． Ｕ店 Ｓ店 1,800
イ． Ｕ店 Ｔ店 1,200
ウ． Ｓ店 Ｔ店 1,800

16
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問題を読みやすくするために、この

ページは空白にしてあります。
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（4）＜資料１＞、＜資料２＞から読み取れるＳ店に関する記述について、文中の下線部の
中から、適切な箇所を選択肢から選べ。

おもちゃの配布数は、この期間に来店されたお子さまの人数と考えられる。たとえば、
昨年キャンペーン時のＳ店の場合、おもちゃの配布数は 3,000 個、来店客数は 15,000 人で
あり、Ｓ店における来店客数に対するお子さまの占める割合は、20％であると推定できる。

【選択肢】
ア．3,000 個
イ．15,000 人
ウ．20％

（5）＜資料 1 ＞、＜資料２＞から、2018 年に実施する夏休みのキャンペーンにおけるお
もちゃの各店の割当数の考え方について、もっとも適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．2018 年のキャンペーン期間中の全店の客数は、2017 年よりも 1,000 人増加すると

予測されるため、用意するおもちゃは、2017 年よりも 1,000 個を増やして手配す
ることにした。

イ．Ｔ店は、2018 年のキャンペーン期間中の売上高が、2017 年よりも下がると予想さ
れているため、Ｔ店のおもちゃの割当数は、2017 年よりも少なく手配することに
した。

ウ．Ｕ店は、2018 年のキャンペーン期間中の来店客数の増加が予想されていることや
2017 年の配布数を考慮し、Ｕ店のおもちゃの割当数は、2017 年よりも増やして手
配することにした。
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