
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　令和元年度後期

・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２年 1 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 12 月 1 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）世界遺産とは、過去から未来へ引き継ぐ世界的に重要な自然遺産や文化遺産であり、
国際連合の専門機関である によって登録される。

【選択肢】
ア．ＷＴＯ　　イ．ユネスコ　　ウ．サミット

（2）ペットボトルや新聞のように使い終わって不要になったものを回収し、新たな製品の
原料として再利用することを という。

【選択肢】
ア．リコール　　イ．シェアビジネス　　ウ．リサイクル

（3）海外から日本を訪問した外国人が、買い物、宿泊、飲食、観光など、日本国内でモノ
やサービスを購入することを 消費という。

【選択肢】
ア．インフルエンサー　　イ．インバウンド　　ウ．クールジャパン

（4）合計特殊出生率が人口を維持するために必要な水準を長期間下回ることによる人口減
少などの影響で、全人口に占める 65 歳以上の人口の比率が 21％を超えている状態のこ
とを という。

【選択肢】
ア．超高齢社会　　イ．人生 100 年時代　　ウ．福祉社会

（5）個人情報など重要なデータが第三者に漏れる危険性を低くするため、インターネット
通信で、暗号化する技術に がある。

【選択肢】
ア．ＳＳＬ／ＴＬＳ　　イ．ＲＰＡ　　ウ．ＳＥＯ　　
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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．お客さまの満足度を測るためのＥＳ調査を行うことで、お客さまのことを第一に
考える顧客意識を高めることに努める。

ｂ．１つの目的を実現するために、周囲の人と意見交換し連携する姿勢を協調意識と
いい、従業員がその意識を持つと組織としての力を引き出すことができる。

ｃ．お客さまと約束した期日までに商品を届けたり、サービスを提供したりする姿勢
をコスト意識といい、仕事のムダを減らすことが重要である。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 誤 正 誤
イ． 正 誤 正
ウ． 正 正 誤

（2）話し方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．先輩が退社するときに「お先に帰ります」と私に声をかけたので、「お疲れさまで
した」と言った。

イ．お客さまから電話を受けたが聞き取りにくかったため、「申し訳ございません、お
電話が遠いようです。もう一度お聞きになってもよろしいでしょうか？」と言った。

ウ．会議の開催案内を作成し、上司の係長に確認してもらい、会議に参加する関係者
に配布する承認を得たので、「どうも」と言った。

（3）仕事中の行動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．お客さまが来訪されたので、隣の席の先輩に「Ａ会議室でお客さまと打ち合わせ
をして、午後２時頃に席に戻ります。」と伝えた。

イ．長期休暇を取得するさい、引き継ぐ先輩はその業務経験が豊かなため、連絡事項
を伝えて逆に惑わせるのもよくないと判断して、そのまま先輩に任せた。

ウ．夏季休暇中に会社の同僚と旅行した写真を、会社のパソコンを用いて編集し、そ
れを電子メールに添付して同僚に送信した。
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（4）上司への報告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．上司から依頼された仕事を完了した時には、たとえ上司が忙しくても、文書や電
子メール、口頭など状況に応じた方法で完了報告をしなければならない。

ｂ．仕事が予定より遅れていても、言い渡された期日を迎えるまでは、上司に報告す
る必要はない。

ｃ．部長から依頼された仕事は優先的に行うべきであり、直属の上司である係長に部
長から仕事を依頼されたことを報告する必要はない。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 誤 誤 正
イ． 誤 正 誤
ウ． 正 誤 誤

（5）会話での聞き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．相手が話している途中で、話したいことを思いついたときには、忘れないように
相手の話をさえぎってでも自分が話したほうがよい。

ｂ．相手から話を聞くときには、いつ、だれが、どこで、何を、なぜ、どのくらい、
いくらを意識して、必要に応じてメモをとるとよい。

ｃ．相手が何を話しているかわからなくなったときには、相手に気づいてもらうため
に表情、態度にあらわしたほうがよい。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 正 誤 誤
イ． 誤 正 誤
ウ． 誤 正 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）ノーマライゼーション
【選択肢】

ア．メンタルヘルスやキャリア形成などの相談で、相談者が抱える悩みや問題に対して、
心理学やその分野の専門家が行う援助や助言のこと。

イ．インターネットの通信規約やブルーレイディスクのように、世の中に広まり多く
の人が利用するようになり、結果として標準とみなされるようになった規格や製
品などのこと。

ウ．障がい者や高齢者が移動しやすい施設をつくるなど、障がい者や高齢者も、その
他の人々と同じように生活・活動できる社会を目指す考え方のこと。

（2）燃料電池車
【選択肢】

ア．燃料として供給された水素と空気中の酸素を化学反応させて発電し、その電気を
利用してモーターを回して走行する自動車のこと。

イ．自宅や充電スタンドなどでバッテリーに充電し、それによりモーターを回して走
行する、ガソリンなどの燃料をまったく使用しない自動車のこと。

ウ．ガソリンだけでなく、トウモロコシ、サトウキビ、木材などを発酵させて製造し
たバイオエタノールを燃料として利用できるエンジンを搭載した自動車のこと。

（3）プライベートブランド
【選択肢】

ア．大手メーカーが企画・製造した乳製品や飲料水などのことで、全国の小売店で販
売されている商品のこと。

イ．スーパーやコンビニエンスストアといった小売や流通業者が、お菓子やカップめ
んなどを自社で販売することを前提に企画した商品のこと。

ウ．企業の個性や特徴を表す社名、企業マーク、ブランド名、キャッチフレーズなど
をつくり、アピールすることで企業イメージを印象づける手法のこと。

（4）フランチャイズチェーン
【選択肢】

ア．本部が加盟店に商標の使用権や営業ノウハウなどを与え、その対価として加盟店が
ロイヤリティを本部に支払う事業形態のこと。

イ．自社の技術や人材が不足する部分を補ったり、コストを削減したりするために、
特定の業務を外部委託する経営手法のこと。

ウ．使っていないときに車を貸すカーシェアリング、車の空いている座席を人に貸し
て一緒に移動するライドシェアリングなど、使っていない資産を人に貸して収入
を得る事業形態のこと。

（5）電子決済
【選択肢】

ア．2019 年 10 月の消費税増税にともない、お酒や外食などを除く飲食料品と定期購読
される新聞の税率がそのまま据え置かれた消費税の制度のこと。 

イ．国家による価値の保証はないが、インターネットで国や地域の制約なく取引に使
用できる通貨に似た財産的価値のこと。 

ウ．クレジットカード、デビットカードなどを用いて、モノやサービスを購入すると
きに現金を使わずに支払いができる方式のこと。

4
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問題 4．次の各問に答えよ。

（1）上司の鈴木課長や先輩の高橋、お客さまに対する自分のことばづかいに関する記述と
して、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．先輩の高橋が「社内のプレゼンテーション研修の参加申込み方法を知っています

か？」と質問したので、「ご存知です。大丈夫です」と言った。
イ．先輩の高橋と自分が展示会の企画を打ち合わせするにあたって、上司にも参加し

て欲しかったので、鈴木課長に「打ち合わせに参りますか？」と言った。
ウ．お客さまから電話があり、鈴木課長に取り次いで欲しいとのことだったが、離席

していたため、「申し訳ございません。鈴木は席を外しております」と言った。

（2）営業部に配属された社員が、取引先Ｍ社の佐藤さまに新商品を説明するためにアポイ
ントメントを取って訪問する手順について、適切なものを選択肢から選べ。

①　電話で、訪問の目的、希望する日時と説明に要する時間、訪問する人数を伝えて、
了承を得る。

②　佐藤さまとの商談の内容や訪問の結果をまとめて、上司に報告する。
③　Ｍ社に新商品を売り込むために、新商品のパンフレットなどを収集し、開発部の

担当者に仕様・特徴などを聞いて、新商品を理解する。
④　新商品の説明内容と佐藤さまを訪問することを上司から承認を得て、上司が同行

するか意向を確認する。
⑤　あらかじめ持参する資料がカバンの中に入っていることを確認し、時間に余裕を

もって出発する。

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

（3）上司と自分がお客さま２名を案内するさいに、図のようなエレベーター内での席次に
ついて、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．お客さまがｃとｄ、上司がｂ、自分がａ
イ．お客さまがｃとｄ、上司がａ、自分がｂ
ウ．お客さまがａとｃ、上司がｂ、自分がｄ

5

扉（出入り口）

a b

c d

ボ
タ
ン
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（4）ある販売会社における昨年度のデータのグラフ作成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．全国８つの営業所の販売金額と経費のデータを折れ線グラフにして、営業所の間
で比較できるようにした。

ｂ．ある営業所の営業担当者５人の販売数量と販売金額のデータを棒グラフにして、
営業担当者の間で比較できるようにした。

ｃ．ある営業所で販売した商品別の販売金額のデータを円グラフにして、商品別の割
合を比較できるようにした。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 誤 正 正
イ． 誤 正 誤
ウ． 正 誤 誤

（5）社内文書に関する記述について、下記の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． 御中 記 敬具
イ． 各位 記 以上
ウ． 御中 ご案内 敬具

6

営業部新入社員   

令和元年９月２日 

人事部人材育成担当 

新入社員研修の開催について 

   若手の人材育成の一環として、営業部の新入社員を対象 

に営業のスキルアップ研修を下記のとおり開催いたします。 

直属の上司と相談の上、いずれかの開催日に参加してくだ 

さい。 

  b
１．日時 １２月５日（木）、６日（金）１０時～１７時 

（２日間とも同じ内容です） 

２．場所 本社 Ｇ会議室 

３．対象 営業部に平成 ３１年４月配属の新入社員全員 

６．問い合わせ先 人事部人材育成担当 石田（内線２３５） 

  c

  a

５．参加日の回答締め切り ９月 １７日（火） 

参加予定日を人事部人材育成担当まで電話で 

お知らせください。 

４．研修内容 ・お客さまへ説明する資料の作成方法 

・訪問時の身だしなみ 

・お客さまへの話し方 
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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　2019.4.8）

7

原文は、著作権の問題上、掲載できません
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（1）収穫作業におけるロボットの導入状況について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】　

ア．ｉｎａｈｏのロボットは、野菜の成長を人間が判断しさえすれば、収穫作業は全
て自動で行ってくれる。

イ．アスパラガスとキュウリ農家を対象に、収穫作業を行うロボットを定額のサービ
ス料金で貸し出すビジネスが始まっている。

ウ．農業参入支援を行う銀座農園とソフトウエア開発のユニリタが組んで、果樹園の
収穫ロボットの導入を目指している。

（2）農業用ドローンに関する記述について、記事から読み取れることとして、下線部の語
句のうち適切なものを選択肢から選べ。

ナイルワークスの開発した農業用ドローンを使い、水田の上空から赤外線レーザーを照
射することで、肥料や農薬を散布するタイミングを割り出し、効率的な散布が可能となり、
肥料の使用量を４分の１に減らすことができる。ドローン購入には 500 万円前後の費用が
発生するが、平均的規模の農家であれば、農作業の効率化によるコスト削減で、購入費用
を２年程度で回収できる見込みである。

【選択肢】　
ア．赤外線レーザーを照射
イ．肥料の使用量を４分の１に減らす
ウ．平均的規模の農家

（3）農業におけるロボットの開発と効果について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】　

ア．スマート農業のスタートアップと農家が直接手を組み、収穫作業の効率化のため
にロボットを開発するケースが増えている。

イ．果物を収穫するロボットの開発により、生産性を２倍にすることで農家の収益性
を高めることを狙っている。

ウ．ロボットや先端技術の導入により、作業員の人数はこれまでと変わらないが、収
穫物の仕分けなどにおいて作業の正確性が高まる。

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）農業人口の推移に関する記述について、下記の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。

農林水産省の統計では、農業人口は 2018 年で 175 万人となり、2008 年から a 割
ほど減少している。2030 年の農業人口は、さらに 75 万人減少するという予測がある。年
齢別でみると、2015 年以降は、主に b の農業人口が減少する傾向で推移している。
農業人口における 65 歳以上の占める割合は、2008 年と 2018 年を比較すると、およそ

c ポイント高まり、人手不足と共に高齢化が著しくなっている。

【選択肢】　
a b c

ア． ４ 64 歳以下 ８
イ． ４ 65 歳以上 15
ウ． ３ 64 歳以下 ８

（5）農業全体の変化について、記事から読み取れることとして、適切なものを選択肢から
選べ。

【選択肢】　
ア．農業人口の減少を解消する取り組みにおいては、従来のビジネスにとらわれない、

スタートアップ同士が手を組むことで、新しい技術やサービスを提供できる。
イ．先端技術を農作業に活用することで、人手をかけない農業が可能になっているが、

ＩｏＴ技術やロボットを活用するには、利用者に長年の「勘と経験」が必要になる。
ウ．ロボットや新しいサービスを活用しながら、国内だけではなく海外へも農産物の

販売を伸ばしていくことで、農業が成長産業に変わる可能性がある。

10
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問題 6．次のケースを読んで各問に答えよ。

佐々木令は、私鉄Ｒ沿線地域で主にアパートやマンションなどの不動産の仲介と管理を
行っている「ハイトエステート」に入社して４ヵ月目の社員である。現在はＳ駅前営業所
で上司の川口所長から指導を受けながら、先輩社員の小笠原とともに、接客、入居者への
対応、物件管理などを担当している。

ある日、佐々木が接客を担当していると、お客さまが来店し、カウンター席に座った。
お客さま「Ｓ駅に徒歩圏内のワンルームタイプで、できればベランダのある部屋を探し

ています。」
佐々木はお客さまの要望をパソコンに入力し、条件を満たす物件をデータベースから検

索したところ、下表の３物件が見つかった。

物件 家賃月額 広さ Ｓ駅からの
所 要 時 間 築年数 初期費用（敷金・礼金）

Ａ 62,000 円 24 ㎡ 徒歩５分 築８年 家賃の４ヵ月分
Ｂ 68,000 円 32 ㎡ 徒歩 10 分 築９年 家賃の３ヵ月分
Ｃ 65,000 円 28 ㎡ 徒歩 15 分 築６年 家賃の３ヵ月分

佐々木「ご要望に沿うお部屋は、３件あります。家賃などのご予算や部屋の広さ、Ｓ駅
から徒歩での所要時間、築年数などのご希望をお聞かせください。」

お客さま「家賃は月７万円以内、広さは 24 ㎡以上、築年数は 10 年以内が希望です。そ
の条件の中で、駅に近いことを最優先し、次に築年数が新しいことを優先し
ます。あと、予算の関係から、敷金・礼金の初期費用と最初の家賃の合計額が、
必ず 30 万円以内になるようにしてください。」

佐々木は、データベースの検索結果とお客さまの要望を照らし合わせながら、もっとも
条件に合う物件を探した。

（1）お客さまの条件にもっとも合う物件として、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】　

ア．物件Ａ
イ．物件Ｂ
ウ．物件Ｃ

佐々木「こちらが、ご要望にかなうお部屋と思いますが、いかがでしょうか。」
お客さま「わかりました。では、この物件を見に行く日時を相談させてください。」

お客さまへの対応が一段落したとき、佐々木は自分の業務日誌を見て、昨日、管理物件
のＤアパートの隣家の田中さまから受けた依頼について、明日までに返事をする約束をし
ていたことを確認した。田中さまからは、Ｄアパートの庭の木の枝が自宅の２階の窓まで
伸びており、風が吹くと枝が窓ガラスにあたる音がするので切って欲しいと依頼されてい
た。

佐々木が対応について考えていたとき、管理物件であるＥアパート 102 号室にお住まい
の山田さまから電話があった。

11
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山田「Ｅアパート 102 号室の山田です。網戸のほつれがひどくなってきたので、網戸の
張り替えをお願いできないでしょうか。」

佐々木「山田さま、いつもお世話になっております。お部屋の間取りを確認いたします
ので、少々お待ちください。」

佐々木は、不動産データベースを操作し、Ｅアパート 102 号室の間取り図を探した。
佐々木「お待たせしました。網戸の張り替えが必要なのは、どちらの窓でしょうか。」
山田「南側のベランダに面した窓です。確か、東側の小窓の網戸は、入居したときに張

り替えてもらったのですが、ベランダ側は元のままでした。」
佐々木「承知いたしました。ただいま確認いたしますので、少々お待ちください。」
佐々木は、網戸の張り替えは居住者が負担するのではないかと思ったが、どのように対

応すべきか、念のため川口所長に確認しようと思った。電話を保留にしてしばらく川口を
探していたところ、ちょうど小笠原が外出先から戻ってきたので、佐々木は小笠原に対応
方法をたずねた。

佐々木「小笠原さん、入居者の方から網戸の張り替えについて問い合わせがあり、対応
方法について、教えていただきたいのですが。」

佐々木は、小笠原に山田さまからの問い合わせについて、説明した。
小笠原「網戸を前回いつ張り替えたか、データベースに記録がありますか。」
佐々木はデータベースを操作し、12 年前に張り替えていることがわかった。
小笠原「網戸は普通に扱っていても 10 年もたつと劣化するので、うちでは、10 年以上

経過している場合は、無償で張り替えています。また張り替え工事の手順は、
業務手順書の工事対応に沿って進めてください。」

佐々木は、机の引き出しから業務手順書を探し出し、工事対応の手順を調べた。

佐々木「山田さま、大変お待たせして申し訳ございません。お部屋の網戸は、前回の張
り替えから 10 年以上たっていますので、無償で張り替えさせていただきます。」

山田「近々部屋に友人を呼んでパーティーをするので、なるべく早く張り替えていただ
けると助かります。」

その後、佐々木は業務手順書を見ながら、山田さまに対応した。

12

 

【業務手順書】工事対応  

１．現場確認：工事部門が確認 

２．見積書作成：工事部門が作成した見積書を確認 

３．オーナー（家主）への工事承諾依頼：発注書への捺印依頼 
※ 給湯器の修理は、オーナーとの契約上、オーナーの承諾は不要で、

事後報告でよい 
４．工事部門に施工を依頼 

５．完了確認：工事部門からの工事完了の連絡を確認 

６．月末までに完了した工事は、翌月、オーナーに工事代金を請求 
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（2）佐々木の山田さまへの対応として、もっとも適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】　

ア．山田さまがお困りなので、先に工事を行い、オーナーへの工事承諾は、代金の請
求書のお渡し時に事後報告する。

イ．山田さまに１週間以内の工事を約束し、工事の完了期限を設定してから、工事部
門に工事を依頼する。

ウ．山田さまに、すぐに工事を手配するが、現時点では完了時期が分からないので、
時間がかかる場合があることをお伝えする。

しばらくして、管理物件のＦハイツ 301 号室に住む加藤さまより電話があった。
加藤「昨日の晩から給湯器のお湯が出なくなり困っています。至急修理をお願いします。」
佐々木「ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。工事部門の者が伺い、修理いたしま

すが、ご都合はいかがでしょうか。」
加藤「明日の水曜日の朝から金曜日の晩まで出張で不在です。土曜日のできるだけ早い

時間に修理に来ていただけないでしょうか。」
佐々木はパソコンにＦハイツの住所を入力して、土曜日の工事班の工事予定表を確認し

たところ、当日はＦハイツの町内では３つの班が、修理にあたっていることがわかった。
工事部門に問い合わせると、現場での修理に必要な作業時間は１時間との回答を得た。なお、
各班が町内の現場や休憩場所に向かうのに必要な時間は片道 20 分であり、作業完了後や休
憩後に次の現場に移動するさいも同様に片道 20 分の時間が必要となる。

　　　　　　　　　　　 今週土曜日の工事予定表

注１）20 分単位で予定が組まれており、■は工事が予定されている。
注２）■は工事の作業時間のみ示され、作業の前後に必要な移動の時間は含まれていない。
注３）当社の就業規則では、12 時から 14 時の間に 1 時間の休憩が必要である。

（3）お客さまの要望にもっとも応えられる工事班と工事予定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】　
ア．Ｘ班の 11 時 20 分からの工事予定を確保する。
イ．Ｙ班の 15 時 20 分からの工事予定を確保する。
ウ．Ｚ班の 14 時 20 分からの工事予定を確保する。

13
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Ｆハイツの加藤さまの給湯器の修理の手配を終えると、ちょうど終業時間が近づき、佐々
木は今日の業務の整理をして帰宅した。

翌朝、佐々木が出勤してしばらくすると、一昨日に木の枝の件で連絡をいただいたＤア
パート隣家の田中さまから電話があった。

田中「一昨日にお願いした木の枝の件ですが、今日みたいに風が強い日は枝が窓にあた
る音が気になるの。できるだけ早く切っていただけないかしら。」

佐々木は、先輩の小笠原、川口所長に相談しようとしたが、あいにく、小笠原はお客さ
まと応接室で、川口所長は工事部門のメンバーと会議室で、ともに 12 時までの予定で打ち
合わせ中であった。

（4）佐々木の対応として、もっとも適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】　

ア．相談内容をメモに書いて、打ち合わせ中の川口所長に渡し、指示を仰ぐ。
イ．応接室に入り、お客さまに事情を伝えて、小笠原に対応を任せる。
ウ．川口所長と小笠原の一日の仕事が終わるのを見計らって、２人に事情を説明する。

夕方になり、佐々木は業務日誌を作成しながら、今日の業務について振り返った。そして、
望ましい対応方法と、これに対して自分ができたこととできなかったことを記入して、今
後どのような点に注意すればよいかを考えた。

（5）佐々木の行動を振り返り、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．お客さまからの電話での問い合わせに対して即答できない場合は、一旦電話を切っ

て、よく調べてからかけ直すなど、お客さまを電話口でお待たせしないようにする。
イ．業務手順書は仕事のルールが書かれた重要な書類なので、汚したりしないように

書庫などで大切に保管し、必要なときだけ読むようにすべきである。
ウ．依頼を受けたことはすぐに実行することで、依頼事項をメモする無駄を省き、仕

事を効率的に行うことができる。

14
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問題 7．スマートフォン向けのアプリを開発するＫ社は、売上向上のために新作アプリの
開発を計画している。＜資料１＞は、Ｋ社の会員数とアプリのダウンロード数の３ヵ
月間の推移である。＜資料２＞は、すべての会員からもっともプレイしたいゲーム
のジャンルについて回答を得たアンケートのまとめである。これらの資料を見て各
問に答えよ。

15

＜資料１＞会員数とアプリのダウンロード数の推移 

＜資料２＞会員がもっともプレイしたいと回答したゲームのジャンル （2019 年9月実施） 
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（1）＜資料１＞から読み取れる会員数の推移に関する記述について、適切なものを選択肢
から選べ。

【選択肢】　
ア．2019 年７月から９月まで、すべての年代、性別で会員数が増加している。
イ．2019 年７月と９月を比較すると、合計の会員数は 12,000 人から 6,000 人増加して

18,000 人になった。
ウ．2019 年７月と９月を比較すると、もっとも会員数が増加しているのは 20 代男性で

ある。

（2）＜資料１＞から読み取れるアプリのダウンロード数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．2019 年８月の会員１人あたりの平均ダウンロード数は４回である。
ｂ．2019 年９月のダウンロード数は、８月と比較して 30,000 回増加し、７月と比較す

ると２倍になった。
ｃ．2019 年７月から８月のダウンロードの増加数は、８月から９月の増加数よりも少

ない。

【選択肢】　
ａ ｂ ｃ

ア． 正 誤 正
イ． 誤 誤 正
ウ． 正 正 誤

（3）＜資料２＞に関する記述について、下記の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。

アンケートの結果を見ると、プレイしたいと回答した割合がもっとも高いゲームのジャ
ンルは、30 代男性では a 、30 代女性では b となっている。

いずれの年代、性別でも、プレイしたいと回答した会員がいるゲームのジャンルはパズ
ルと c である。

【選択肢】　
ａ ｂ ｃ

ア． ボード パズル スポーツ
イ． レース クイズ ボード
ウ． レース パズル ボード
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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＞から読み取れる傾向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。

男性会員のアンケートの回答でもっともプレイしたい人数が多いゲームのジャンルはス
ポーツで、その人数は 4,600 人になる。一方、女性会員では、パズルとクイズが同数でもっ
とも多くなっている。

年代で見ると、30 代の会員のうち、ボードゲームをプレイしたいと回答した人数は
2,400 人となっている。

【選択肢】　
ア．4,600 人
イ．パズルとクイズ
ウ．2,400 人

（5）＜資料１＞、＜資料２＞から、Ｋ社が開発すべきアプリの方針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．会員数が増加している 20 代男性をターゲットにして、アンケートでプレイしたいと

回答した割合がもっとも高かったスポーツゲームのジャンルのアプリを開発する。
イ．会員数が横ばいである 20 代女性をターゲットにして、アンケートでプレイしたい

と回答した割合がもっとも高かったクイズゲームのジャンルのアプリを開発する。
ウ．2019 年９月に会員数を倍増させた 30 代女性をターゲットにして、今後プレイした

いという需要が増えるであろうと予想してレースゲームのジャンルのアプリを開
発する。



19


