
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　令和元年度前期

・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。

・合否の発表は令和元年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　令和元年 7 月 7 日（日）＞

一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団
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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）精神的健康へのサポートや治療などの、心の健康管理のことを称して という。

【選択肢】
ア．メンタルヘルス　　イ．パワーハラスメント　　ウ．ホスピタリティマインド

（2）会社が不公正、不透明な取引活動を禁止するなど、法律や規則、内規などの基本的な
ルールに従って活動することを という。

【選択肢】
ア．情報モラル　　イ．コンプライアンス　　ウ．トップマネジメント

（3）公共職業安定所に登録された求職者一人に対して、どの程度の求人数があるかを表わ
す指標のことを という。

【選択肢】
ア．有効求人倍率　　イ．合計特殊出生率　　ウ．完全失業率

（4）二酸化炭素やフロン、メタンガスの増加と森林破壊などが要因と考えられている、地
球表面の温度が平均的に上昇していく現象のことを という。

【選択肢】
ア．温室効果ガス　　イ．再資源化　　ウ．地球温暖化

（5）人間が行う知的な作業をコンピュータに置き換え、医療や研究開発などさまざまな分
野で、人間より高度な判断が期待される技術を という。

【選択肢】
ア．ＣＩ　　イ．Ｒ＆Ｄ　　ウ．ＡＩ　　
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問題 2．次の各問に答えよ。

（1）仕事の基本姿勢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．仕事の質の低下を防ぐためには、納期から逆算して計画を立てた上で、ある程度
時間に余裕をもって仕事を進めることが大切になる。

ｂ．品質は常に最高の水準を目指すべきであり、お客さまが要望する価格を著しく超
えたとしても、最高の品質を求めることが優先される。

ｃ．品質、コスト、納期のうち、何を優先すべきかを判断するには、仕事の内容を熟
知し、お客さまが要求する条件を正確に理解することが重要である。

【選択肢】　
ａ ｂ ｃ

ア． 正 正 誤
イ． 正 誤 正
ウ． 誤 誤 正

　　
（2）コミュニケーションを円滑にするための基本について、もっとも適切なものを選択肢

から選べ。
【選択肢】

ア．先輩や上司の指示の意味がよく分からないときは、理解できるまで何度も質問せ
ず、「とりあえずやってみる」という姿勢が大切である。

イ．相手の行動について注意するさいは、その人の欠点やミスを取り上げて相手を非
難することにならないよう留意することが大切である。

ウ．職場には、経歴や経験の異なるさまざまな人がいるため、多様な考えを理解する
ように努めるのではなく、強く自我を出すことが大切である。

（3）定型業務と非定型業務に関する記述として、もっとも適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．毎月取引先を訪問し、当月の売上の動向や来月の発注見込みをヒアリングするこ
とは非定型業務である。

イ．お客さまから突然寄せられたクレームを、状況に応じて対応することは定型業務
である。

ウ．所定の期日に指定された書式の請求書を作成し、それぞれの締め切りまでに相手
に送付することは定型業務である。
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（4）休憩時間や休暇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．休憩時間は、次の仕事への英気を養うためのリフレッシュ時間であるため、会社
のルールを守る必要はなく、自由に過ごすことが大切である。

ｂ．年末年始や大型連休、盆休みなどで長期休暇を取るさいは、部門内で調整を図り、
全員が気持ちよく休めるように配慮する。

ｃ．家族の介護をするための介護休暇や、子育てをするための育児休暇は、労働基準
法に定められた休暇である。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 誤 正 誤
イ． 正 誤 正
ウ． 誤 誤 正

（5）仕事を効率的に進めるためのポイント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．月末は伝票の締めなどの作業で忙しいことが分かっているので、資料の作成などは、
余裕がある時期に済ませておくようにする。

ｂ．退社の前に、確認済みの書類と未確認の書類を分けて整理したり、使った文房具
を所定の場所に戻したりする習慣をつけておくと、翌日も効率的に仕事ができる。

ｃ．業務の日報や会議の議事録は、定型の書式をあらかじめ準備するよりも、毎回は
じめから作成する方が効率的である。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 正 正 誤
イ． 正 誤 正
ウ． 誤 誤 正

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）ＳＥＯ
【選択肢】

ア．インターネットの通信時に、クレジットカード番号などの重要な情報が、第三者
へ漏れる危険性を回避するために通信を暗号化する技術のこと。

イ．インターネットの情報検索サイトで、自社のホームページを検索結果で上位に表
示させるための検索エンジン最適化と呼ばれる手法のこと。

ウ．インターネットだけで独自に提供される番組や、テレビ局が提供するオンデマン
ド番組など、インターネットを通じて放送されるサービスのこと。

（2）マーケットシェア
【選択肢】

ア．特定の会社の製品やサービスが、市場全体の供給量や売上高において、どの程度
の割合を占めているかを示す比率のこと。

イ．小売業者や流通業者が独自に企画開発し、一般的にメーカーのブランドよりも低
価格で販売される商品のこと。

ウ．お客さまに商品の試用や試食をおすすめしたり、流通業者への販売価格を値引き
したりすることで、売上高を伸ばそうとする取り組みのこと。

（3）クールジャパン
【選択肢】

ア．国や地域といった枠組みを越えて、地球規模で人の移動や商品、サービスの取引、
情報のやり取りが行われること。

イ．使用者の区別をなくし、誰もが使いやすい商品や住みやすい街、住宅、設備を提
供するためのデザインのこと。

ウ．世界で評価されている日本食やアニメ、ファッションなどの魅力的な日本文化を、
政府がさまざまな施策で推進して海外に発信し、日本の経済成長につなげること。

（4）仮想通貨
【選択肢】

ア．国による保証がないため、価値の変動が大きいなどのリスクはあるが、インター
ネットを通じて、多くの国や地域でも売買や換金に使える財産的価値のこと。

イ．製品の生産量を増加させることでスケールメリットが得られ、製品１個当たりの
費用が下がり、利益率の増加や低価格での販売が可能になること。

ウ．製品やサービスの価格低下による企業業績の悪化と賃金の減少が、消費者の購買
力の低下を生じさせ、さらなる物価の下落が続く経済現象のこと。

（5）ブレーンストーミング
【選択肢】

ア．参加者がある役割を与えられ、営業や受付窓口などの仕事の場面を演じることで、
問題点や解決方法を考える学習法のこと。 

イ．新しいアイデアを創出するため、参加者が自由にさまざまな意見や提案をたくさん
出し、他人の意見を否定しないというルールのもとに行う討議法のこと。 

ウ．学生は職場体験により自分の能力や職業への適性を知ることができ、就職後の職
場への適応力や定着率の向上が期待できる取り組みのこと。

4
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問題 4．次の各問に答えよ。

（1）いろいろなグラフの作成に関する記述について、もっとも適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．取り扱っている複数の商品の売上が、時間の経過に沿ってどのように変化したの
かを分析するため、レーダーチャートを作成した。

イ．お客さまに実施したサービスに関するアンケートの結果について、満足と回答し
た割合を年代ごとに比較するために、帯グラフを作成した。

ウ．支店別に先月の売上目標と実績を比較するため、折れ線グラフを作成した。

（2）社会人としての身だしなみ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．製造現場で作業服を着ることが求められるのは、就業中の安全や衛生を守るため
である。

ｂ．人は相手を第一印象で判断しやすいので、服装は他の人より目立つように派手な
色や奇抜なデザインの方が良い。

ｃ．近年、民間企業や官公庁で、省エネルギーを目的とした、「クールビズ」や「ウォー
ムビズ」が推進されている。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 正 誤 正
イ． 誤 正 誤
ウ． 正 正 誤

（3）電子メールを使用するさいの留意事項に関する記述として、適切なものを選択肢から
選べ。

【選択肢】
ア．取引先に対し、依頼された見積もりを電子メールで送付するにあたって、その内

容を共有しておきたい自分の上司にも「Ｔｏ」に加えて送信した。
イ．社内会議の決定事項を共有するため、関係者間で議事録を誰に送ったかわかるよ

うに関係者全員に「ＢＣＣ」で送信した。
ウ．お客さまからのクレームに関する社内報告を電子メールで行うさい、担当部門の

品質管理部を「Ｔｏ」に、営業部や製造部などの関係部門を「ＣＣ」に入れて送
信した。

5



6

（4）名刺交換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．受け取った名刺は丁寧に扱い、速やかに自分の名刺入れにしまってから、挨拶や
会話を続ける。

ｂ．名刺交換のさいは、自分の名刺を相手が読める方向に向けて渡し、自分の会社や
所属部署、名前を名のり、「よろしくお願いいたします」といったことばを添える。

ｃ．名刺交換は、目下の人や面会を求めた側から行うことが基本であり、時間に限り
がある場合でも、同時に交換することはマナー違反となる。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 誤 正 誤
イ． 誤 誤 正
ウ． 正 誤 正

（5）社外文書の書き方について、a ～ｃ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． 様 以上 敬具
イ． 様 敬具 以上
ウ． 御中 敬具 以上

6

 

2019年8月1日

ABC商事株式会社
　取締役営業部長　山田 大輔

代表取締役社長　田中 一郎

発表展示会のご案内

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご厚情とご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、このたび弊社では、長年皆様にご愛用いただいてまいりまし
た、贈答用スイーツの詰め合わせにつきまして、いっそうのおいしさ
を追求し、ラインナップを一新いたしました。
　つきましては発表に先立ち、日頃ご愛顧いただいているお取引先を
対象に、下記のとおり発表展示会を催すことといたしました。ご多忙
の折とは存じますが、是非ともご来場賜りますよう、お願い申し上げ
ます。

記

１．日　　時：2019年10月1日（火）10：00～16：00
２．場　　所：みなとホテル　富士の間
３．展示商品：贈答用スイーツの詰め合わせ 他

添付書類：カタログ、みなとホテル地図

　　　　株式会社いろは食品

a

b

c
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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　2018.10.15）

7

原文は、著作権の問題上、掲載できません



8

（1）衣料品のインターネット通販の状況について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．ネット通販普及のため、消費者が自宅で採寸してアプリに記録した後に、複数サ
イズを届けて自宅で試着ができるサービスを提供している企業がある。

イ．日本では、衣料品のネット通販比率は書籍よりも高く、市場規模はさらに拡大す
るとアマゾンの最高経営責任者は指摘している。

ウ．日本のネット通販比率がまだ低いのは、体に合ったサイズの衣料品が買えるかど
うかという消費者の不安感が大きいためである。

（2）各企業の取り組みについて、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．ユニクロは来店時に店員が採寸して、身体データをアプリに記録することで、消
費者は次回からはネットで身体にあったシャツなどを購入できるようにしている。

イ．ゾゾは消費者宅を訪問して、独自ウェアでサイズを測ってもらうことで、最適な
サイズをスタイリストが提案するシステムをスタートする。

ウ．アマゾンは年会費無料として、会員に複数サイズを送り体に合わなかったサイズ
の返品は、30 日以内なら送料も含めて無料のサービスを実施している。 

（3）各分野におけるネット通販比率に関する記述について、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。

「衣類、服装雑貨」はネット通販比率トップの「事務用品、文房具」よりも a ポ
イント少ない。「衣類、服装雑貨」よりも普及が先行する「生活家電、ＡＶ機器」は全分野
で b に高いネット通販比率となっている。一方で、ネット通販比率がもっとも低
いのは「食品、飲料」で「衣類、服装雑貨」の c 程度にとどまっている。

【選択肢】
a b c

ア． 28 3 番目 1 ／ 5
イ． 26 2 番目 1 ／ 10
ウ． 26 2 番目 1 ／ 5

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。
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（4）記事から読み取れる海外のネット通販専門業者に関する記述について、下線部の語句
のうち適切なものを選択肢から選べ。

中国の衣邦人は消費者宅に生地サンプルを持参して、注文を受けてから 10 日以内に商品
を届け、返品は無料で受け付けている。同社の 2018 年度の売上高は 2017 年度の 2.6 倍を
見込んでいる。米スティッチ・フィックスは、消費者が専用サイトで好みなどの質問に答
えると、プロのスタイリストがお薦め商品を選び、さらに人工知能（ＡＩ）が５点ほどに
絞り込んで配送するサービスを提供している。

【選択肢】
ア．返品は無料
イ．2017 年度の 2.6 倍
ウ．人工知能（ＡＩ）

（5）日本と世界の衣料品市場とネット通販について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．経済産業省によると 2017 年時点での日本の衣料品のネット通販市場は 14 兆円と
小さく、この対策にはサイズ問題の克服が欠かせないとしている。

イ．ローランド・ベルガーによると世界の衣料品市場は 2025 年には、2015 年の 140 兆
円の２倍以上に成長すると試算している。

ウ．日本の衣料品のネット通販比率は、米国や中国と比較すると２／３程度であり、
日本では返品の受け付けが積極的ではなかったことが要因としてある。

10
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問題 6．次のケースを読んで各問に答えよ。

伊藤さくらは、バッグやリュックなどの製品を製造し、Ａ県を中心とした専門店に販売
する「株式会社カワセン」に入社して４ヵ月になる社員である。現在は、本社の販売促進
部に所属し、上司の佐々木課長のもと、先輩社員の藤井係長から指導を受けながら、商品
のキャンペーンやイベントの準備を行っている。最近は、毎年恒例の専門店向け新作発表
会の準備で忙しくなっている。

ある日、いつものように、伊藤は藤井係長と朝のミーティングで、一日のスケジュール
と仕事の内容を確認していた。

藤井「今日は、新作発表会の準備に専念してください。発表会の会場を今日中に決めて、
これまで検討してきた専門店に配布するチラシ案をまとめましょう。チラシ案に
ついては、来週の営業部との定例会議で意見をもらいたいので、それまでに完成
できるようにしたいと思います。」

伊藤「承知しました。早速、会場について検討したいと思います。」
藤井「過去に発表会を開催した会場を３ヵ所仮予約してあるので、この中から適切な会

場を選んで報告してください。大切なお客さまに来てもらうので、予算の範囲内
でお客さまに一番喜んでいただける会場を選んでください。今年の発表会の内容
や予算をこれから説明しますから、メモの用意をお願いします。」

伊藤は、藤井係長の説明を簡単なメモに取り、仮予約した会議室の概要を一覧表にまと
めて、会場の検討を開始した。

【伊藤のメモ】
新作発表会の概要
開　催　日：2019 年 9 月 2 日（月）
開催時間：11 : 00 ～ 15 : 00
留意事項：会場の準備に２時間、後片付けに２時間が必要
場　　所：Ｚ駅周辺　できるだけ駅に近い場所が望ましい。
内　　容：新商品の展示とプロジェクターを使用したプレゼンテーション

プロジェクターとスクリーンは会場に備え付けのものを使用
広　　さ：毎年 90 ㎡以上で選定しているが、今年は新商品が多いため、広い

ほど良い。
会場予算：45 万円（予算厳守）

【仮予約した会議室の概要】
会議室Ａ 会議室Ｂ 会議室Ｃ

会場の面積 100 ㎡ 95 ㎡ 110 ㎡
１時間当たりの会場費 ５万円 ４万円 ６万円
１日当たりのプロジェクター利用料 ３万円 ３万円 無料
Ｚ駅からのアクセス 徒歩３分 徒歩 15 分 徒歩１分
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（1）新作発表会の会場として、もっとも適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．会議室Ａ　　イ．会議室Ｂ　　ウ．会議室Ｃ

伊藤は、会場を選んで藤井係長に報告した。
藤井「私もその会場が適切だと思いますが、佐々木課長に報告しておく必要があります。

あいにく私は発表会で使う動画制作の打ち合わせで、まもなく外出しなければな
りません。簡単な報告書を作成して、昼休憩後すぐに佐々木課長に報告してくれ
ませんか。そして、佐々木課長が承認した会場の情報を入れてチラシ案を作成し
てください。戻ったらチラシ案を確認します。」

伊藤は藤井係長の助言を受けて報告書を作成し、昼休憩後、佐々木課長に発表会の会場
を説明した。

佐々木「とてもわかりやすい説明でしたね。藤井係長と伊藤さんで選んでくれた会場で
進めてください。ところで、伊藤さんに作成してほしい資料があります。藤井
係長には私から説明しておきます。」

（2）この時、佐々木課長からの依頼に対して伊藤が回答すべき、適切な内容を選択肢から
選べ。

【選択肢】
ア．藤井係長の上司である佐々木課長の依頼なので、その場で佐々木課長の依頼を引

き受け、すぐにその作業にとりかかり、チラシ案の作成は後回しにする。
イ．今日は発表会の準備で忙しい自分の仕事の状況について詳しく説明して、佐々木

課長の依頼を丁重にお断りする。
ウ．藤井係長から本日中にチラシ案の作成を依頼されている旨を伝え、佐々木課長か

ら依頼された資料の納期を確認する。

発表会の会場に関して佐々木課長の承認を得て、伊藤がデスクに戻ると電話が鳴った。

大熊「キタハマ印刷の大熊と申します。係長の藤井さまはいらっしゃいますか。」
伊藤「いつもお世話になっております。 a　　 」
大熊「それでしたら伝言をお願いします。ポスターの見本を一昨日にお送りしたので、

本日到着していなければご連絡ください、とお伝えください。念のため、電話番
号もお伝えします。XX-XXXX-XXXX です。」

伊藤「かしこまりました。私、伊藤が申し伝えます。失礼いたします。」

12
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（3）伊藤とキタハマ印刷の大熊との電話の内容の a に入る応対として、適切なも
のを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．あいにく藤井は、広告代理店の東西広告で新作発表会の打ち合わせのため外出し

ております。
イ．あいにく藤井は外出しております。戻り次第、藤井からご連絡いたしますので、

よろしければ、伝言を承ります。
ウ．あいにく藤井係長は外出しております。お戻りになり次第、藤井係長からご連絡

いたしますので、よろしければ、伝言を承ります。

電話の応対を終えた伊藤は、チラシ案の作成に取りかかった。
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カワセン 2020 年新作発表会 
来年のトレンドは○○です。過去最多の新作 30点と売れる展示方法をご紹介します。 

 

 

 

 

 

【日 時】 2019年 9月 2日（月）11:00～15:00 
【会 場】 ○○会議室（○○ビル○階） 

      ○○県○○市○○町○－○ 

電話 XX-XXXX-XXXX 

【主催者】 株式会社カワセン 

      ○○県○○市○○町○－○－○ 

      電話 XX-XXXX-XXXX 

【内 容】 ・新商品展示 

      ・新商品プレゼンテーション 

【対 象】 専門店の購買担当者（事前申込制） 

【参加費】 無料 

【申 込】 下記にご記入の上、XX-XXXX-XXXXへＦＡＸで送信してください。 

 ：名署部 ：名社貴

 ：前名お ：名職役

 ：liamｅ ：所住ご

 ：ＸＡＦ ：話 電

お問い合せ先：電話 XX-XXXX-XXXX、email：xxx@xxxx.jp 担当 藤井・伊藤 

 

（ｂ） 

イメージ写真 イメージ写真 イメージ写真 
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（4）チラシ案の b に入る項目として、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．カワセン所在地の案内地図
イ．会場の案内地図
ウ．最寄り駅（Ｚ駅）の案内地図

チラシ案を見直している時に、藤井係長が外出先から戻ってきた。
藤井「会場について、佐々木課長は何とおっしゃっていましたか。」
伊藤「提案した会場で進めるよう承認いただきました。また、別件で、佐々木課長から

私に資料作成の指示がありました。」
藤井「そうですか。資料作成の件は、後ほど、佐々木課長に確認しておきます。チラシ

案は、まとまりましたか。」
伊藤「はい、こちらです。それから藤井係長の外出中に、キタハラ印刷の大熊さまから

ポスターの見本を一昨日に送ったので、届いていなかったら連絡くださいとの電
話がありました。電話番号は、こちらにメモしてあります。」

藤井「ありがとう。キタハラ印刷ではなくて、キタハマ印刷の大熊さまですね。ポスター
を確認して連絡しておきます。さあ、これからチラシ案を一緒に確認して、仕上
げましょう。」

（5）伊藤の今日一日の行動を振り返り、今後改善すべき対応について、もっとも適切なも
のを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．発表会場の説明の後に、佐々木課長とのやりとりの詳細を報告書にまとめてから

チラシ案の作成作業に入るべきであった。
イ．佐々木課長から依頼された仕事のことは、聞かれていないことなので報告しない

ように心がけるべきである。
ウ．電話で伝言を受けるさいには、相手の会社名、氏名、連絡先、伝言内容の要点な

どを復唱する習慣をつけるべきである。

14
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問題 7．Ａ市内の観光施設である道の駅Ｂは、同市への旅行者の増加にともない、利用者
数を増加させるための施策を検討している。

　　　＜資料 1＞は、Ａ市への旅行者数と主な旅行目的の３年間の推移を表わすグラフで
ある。＜資料2＞は、道の駅Ｂの主な施設利用者数とツアー参加者数のグラフである。
これらの資料を見て各問に答えよ。

15

＜資料１＞Ａ市への旅行者数と主な旅行目的の推移（2016年～2018年） 

 

 

 

＜資料２＞道の駅Ｂの主な施設利用者数とツアー参加者数（2018年） 

 

 

 

日本人

2016年 2017年 2018年

外国人 日本人 外国人 日本人 外国人

ショップ

レストラン

2,400

6,000

農村体験ツアー

街並み観光ツアー
日本人
計12,000人

3,000

600

ショップ レストラン
1,200 900

農村体験ツアー

街並み観光
ツアー 外国人

計6,000人

3,600

300

主な旅行目的

旅行者数
日本人 外国人

農村体験

伝統工芸品の購入

特産品を味わう

街並みの観光
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（1）＜資料１＞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．2016 年と 2018 年を比較すると、Ａ市を訪れる旅行者の総数は 25,000 人増加して
いる。

ｂ．2018 年において、「農村体験」を主な旅行目的とする日本人旅行者数は、16,000 人
である。

ｃ．外国人旅行者数は、2016 年から 2017 年に増加した人数よりも、2017 年から 2018
年に増加した人数の方が多い。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 正 正 誤
イ． 正 誤 正
ウ． 誤 正 正

（2）＜資料１＞から読み取れる旅行者の傾向の説明について、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。

2016 年と 2018 年を比べて、主な旅行目的の中で割合が増加しているのは、外国人旅行
者は「農村体験」と a 、日本人旅行者は b である。2017 年と 2018 年を比
べると、主な旅行目的のうち、日本人・外国人ともに割合が減少しているのは、

c である。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 伝統工芸品の購入 農村体験 特産品を味わう
イ． 伝統工芸品の購入 特産品を味わう 街並みの観光
ウ． 特産品を味わう 農村体験 街並みの観光

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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（3）＜資料２＞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．利用者数の多い施設および参加ツアーの順位は、日本人と外国人を比べると同じ
である。

ｂ．外国人利用者の 60% が、「農村体験ツアー」を利用した。
ｃ．ショップの利用者の割合は、日本人と外国人を比べると同じである。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 正 誤 正
イ． 誤 正 誤
ウ． 誤 正 正

（4）＜資料１＞、＜資料２＞から読み取れる道の駅Ｂの利用者に関する記述について、下
線部の語句のうち、適切なものを選択肢から選べ。

2018 年に、Ａ市への主な旅行目的が「特産品を味わう」である日本人と外国人は、それ
ぞれ 15,000 人と 6,000 人、道の駅Ｂの主な利用施設が「レストラン」である日本人と外国
人は、それぞれ 3,000 人と 900 人である。道の駅Ｂのレストラン利用者がすべて「特産品
を味わう」を目的にＡ市を訪れたとすると、これを目的とする旅行者のうち、日本人の
50% と外国人の 15% が、このレストランを利用したことになる。

【選択肢】
ア．15,000 人と 6,000 人
イ．3,000 人と 900 人
ウ．日本人の 50% と外国人の 15%

（5）＜資料１＞、＜資料２＞から、道の駅Ｂの利用者を増やすための方向性に関する記述
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．日本人、外国人ともに、主な旅行目的の「街並みの観光」の割合が減少している

ため「街並み観光ツアー」を縮小し、日本人、外国人ともに、主な旅行目的の「農
村体験」の割合が増加しているため「農村体験ツアー」を充実させる。

イ．主な旅行目的のうち「特産品を味わう」は、2018 年に外国人の割合が日本人を上回っ
たため、外国人旅行者の好みを調査し、メニューの見直しや店舗の改装を行い、

「レストラン」を外国人向けにリニューアルする。
ウ．「伝統工芸品の購入」は、日本人、外国人ともに、主な旅行目的での割合が減少し

ているため、道の駅Ｂでこれに関連する「ショップ」の面積を縮小し、利用者の
増加が期待される「レストラン」に転用する。　
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