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11 合格に必要な200問を、過去問から厳選収録
国際航空運賃・出入国手続き等の法・規則変更にも対応！
「出入国法令」から60問、「出入国・海外実務」から55問、「国際航
空運賃計算」から35問、「語学」から50問、厳選した計200問を掲載。
過去問から、試験によくでている問題や、典型的な出題形式（四肢択一、
複数解答選択、組み合わせなど）の問題を掲載しています。
出入国・海外実務と国際航空運賃計算の問題は、資料が“別冊”なので、
本試験を意識した問題演習ができます。

平成●年本試験問題
令和
■年

本試
験
問題

過去の本試験問題を厳選収録！
最新の国際航空運賃・出入国手続き等の法・規則変更にも完全対応！

令和★年本試験
問題

平成■年
本試験
問題

コレ1冊で
　楽しく
　　楽々合格 !!

22 初めてでもよくわかる別冊「解答・解説集」
解答・解説は取り外し可能。解答後の確認に便利です。
わかりやすい解説付きなので、初めて学ぶ方でも安心！

大原
本気になったら

海外旅行実務
　　トレーニング問題集

海外旅行実務
　　トレーニング問題集

Ⅱ-22-1

取り外せるから問題との
照らし合わせに便利！

本書の特長



33 受験のノウハウが満載
「試験概要」「活用方法」をわかりやすく解説

「出題傾向と対策」が一目でわかる出題項目一覧表



44 理解度・習熟度が把握できる「3回転チェック欄」
合格するためには繰り返し学習が欠かせません。
間違った問題や、知識があやふやな問題には「○」「△」「×」を付けれ
ば、理解度の確認に便利です。

55 持ち運びしやすい本の大きさ
システム手帳（A5サイズ）と
同じ大きさなので、
持ち運びに便利です。

1

23

かばんに楽々収納できるので
どこでも気軽に学習できます
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《トレーニング問題集の利用にあたって》 

本書に掲載されている問題のうち、各設問文の末尾が「～を選択肢からす

べて選びなさい」とある場合は、「正しい（又は、誤っている）」と判断した

ものについて、解答用紙（マークシート）にすべてマークすることとなりま

す。それ以外の設問は、解答用紙（マークシート）に、「正しい（又は、誤

っている）」と判断したもの１つマークすることとなります。 

出入国法令出入国法令

トレーニング問題集トレーニング問題集
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〔問１〕      次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

 

ａ．旅券の発給を申請するに当たり、申請者がその法定代理人を通じて当該

申請者に係る書類及び写真を提出して申請しようとする場合には、「申請

書類等提出委任申出書」１通の提出を要しない。 

ｂ．旅券の発給を申請するに当たり、申請者がその配偶者を通じて当該申請

に係る書類及び写真を提出して申請しようとする場合には、当該申請者に

代わり出頭する者の身元を確認するための書類の提示又は提出を要しない。 

ｃ．旅券の発給を申請するに当たり、申請者の指定した者（申請者の配偶者

又は２親等内の親族を除く。）が出頭しようとする場合、当該申請者の指

定した者は、当該申請前５年以内に旅券の発給を受けるに当たって不正な

行為をした者であってはならない。 

ｄ．旅券の査証欄に余白がなくなったため、査証欄の増補を申請した当該旅

券を受領するに当たり、申請者の指定した旅行会社の社員が、当該申請者

に代わり出頭して当該旅券の交付を受けることができる。 

 

 

〔問２〕      次のうち、旅券の発給申請をするに当たり、申請者が人

違いでないことを確認するために都道府県知事が提示又は提出を求める書

類として、その要件を満たしているものを選択肢からすべて選びなさい。 

 

ａ．個人番号カードを１点のみ 

ｂ．一般旅券発給申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書１点のみ 

ｃ．国民健康保険被保険者証を１点のみ 

 

 

  LLeessssoonn１１  旅券法 
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〔問３〕      次の記述のうち、正しいものを選択肢からすべて選びな

さい。 

 

ａ．署名する能力のない乳児が発給申請者である場合、当該発給申請者の法

定代理人は一般旅券発給申請書の所持人自署欄に当該発給申請者の氏名を

自書して行うことができ、その記名に当たっては当該法定代理人が行った

ものであることを明らかにしなければならない。 

ｂ．有効な旅券を返納の上、新たに旅券の発給申請をする場合、申請が受理

されたときに当該返納旅券は失効する。 

ｃ．旅券の名義人は、当該旅券に関して、１回に限り査証欄の増補を申請す

ることができる。 

 

 

〔問４〕      旅券の発給申請をするに当たり、申請者が人違いでない

ことを確認するために、都道府県知事が提示又は提出を求める次の書類のう

ち、１点のみでよいとされているものを選択肢からすべて選びなさい。 

 

ａ．宅地建物取引士証 

ｂ．運転経歴証明書（交付年月日が平成24年４月１日以降のもの） 

ｃ．国民年金手帳 

ｄ．小型船舶操縦免許証 
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〔問５〕      次の記述から、正しいものだけをすべて選んでいるもの

はどれか。 

 

（ア）残存有効期間が１年未満となった旅券を返納の上、旅券の発給申請を

する場合、返納した当該旅券の記載事項に変更がないときには、戸籍謄

本（抄本）を提出することを要しない。 

（イ）同一の戸籍内にある２人以上の者が同時に旅券の発給申請をするに当

たって、いずれか１人が戸籍謄本を提出すれば、他の者については戸籍

謄本（抄本）を提出することを要しない。 

（ウ）名義人の氏名に変更を生じた旅券を返納の上、記載事項変更用の一般

旅券発給申請書で旅券の発給申請をする場合には、新たに発給される旅

券の旅券番号、有効期間満了の日は返納した旅券と同じである。 

 

ａ．（ア）（イ）  ｂ．（ア）（ウ） 

ｃ．（イ）（ウ）  ｄ．（ア）（イ）（ウ） 

 

 

〔問６〕      次の記述のうち、正しいものだけをすべて選んでいるも

のはどれか。 

 

（ア）旅券を紛失した場合、遅滞なく、国内においては都道府県に出頭の上、

都道府県知事を経由して外務大臣に、紛失一般旅券等届出書１通に、紛

失の事実を証明し、又は疎明する書類及び旅券の名義人の写真を添えて、

提出しなければならない。 

（イ）旅券を焼失した場合、当該旅券の名義人が病気により出頭が困難であ

ると認められるとき、当該旅券の名義人に代わり焼失の届出を行うこと

ができる者は、当該旅券の名義人の配偶者又は２親等内の親族に限られ

る。 

（ウ）外国に住所又は居所を定めて３か月以上滞在する旨を当該住所又は居

所を管轄する領事官に届出をした者は、当該届出した領事官の管轄区域

を去るとき、事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。 

 

ａ．（ア）（イ）  ｂ．（ア）（ウ） 

ｃ．（イ）（ウ）  ｄ．（ア）（イ）（ウ） 
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〔問７〕      次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

 

ａ．旅券の発給を申請した者が、当該旅券の発行の日から６か月以内に当該

旅券を受領せず、その６か月を経過したとき当該旅券は失効する。 

ｂ．旅券の名義人は旅券の有効期間が１年未満となったため、当該旅券を返

納して新たに旅券の発給を申請する場合、国内においては都道府県知事が、

国外においては領事官が、その者の身分上の事実を確認するため特に必要

があると認めるときを除き、戸籍謄本又は戸籍抄本の提出を要しない。 

ｃ．旅券の発給を受けた者は、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航

の便宜のため特に必要があると認める場合を除き、その旅券が有効な限り、

重ねて旅券の発給を受けることができない。 

ｄ．旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて３か月以上滞在しようと

するものは、あらかじめ都道府県知事を通じて外務大臣に在留届１通を届

け出なければならない。 

 

 

〔問８〕      次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

 

ａ．同一の戸籍内にある２人以上の者が同時に旅券の発給を申請するに当

たり、いずれか１人の者が戸籍謄本を提出するとき、他の者は戸籍謄本又

は戸籍抄本の提出を要しない。 

ｂ．国内外を問わず、有効期間が満了した旅券を返納の上、旅券の発給を申

請するに当たり、当該旅券の有効期間満了前に発給の申請ができないこと

について真にやむを得ない理由があると認められるときは、戸籍謄本又は

戸籍抄本の提出を要しない。 

ｃ．外務大臣又は領事官は、旅券を所持しない者であって緊急に帰国する必

要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがない者で、本邦に帰国する

ことを希望する者に対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める

場合には、旅券に代えて渡航書を発給することができる。 

ｄ．在留届を提出した者は、住所、居所その他の届出事項に変更を生じたと

きは、遅滞なく、当該在留届を提出した領事官にその旨を届け出なければ

ならない。 
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〔問58〕      日本人旅行者の帰国時の通関に関する次の記述のうち、

正しいものを選択肢からすべて選びなさい。 

 

ａ．外国で購入した物品を、日本にいる友人を受取人として旅行先から別途

発送して帰国した場合、当該物品は別送品申告の対象とならない。 

ｂ．６歳未満の子供については、おもちゃなど明らかに本人の使用と認めら

れるもの以外は免税とならない。 

ｃ．20歳未満の旅行者については、酒類とたばこは免税が適用されず、課税

対象となる。 

 

 

〔問59〕      シンガポールへのツアーに参加した20歳以上の日本人旅

行者の本邦の通関に関する次の記述のうち、誤っているものを選択肢からす

べて選びなさい。 

 

ａ．化粧品は、標準サイズで１品目につき24個を超えて持ち込むことはでき

ない。 

ｂ．１本（750ml）10万円のワイン４本のみを輸入する場合、免税の範囲を超

える１本に対し簡易税率が適用され、9,000円が課税される。 

ｃ．酒、たばこ、香水以外のその他の物品については、１品目毎の海外市価

の合計額が１万円以下であれば20万円の免税枠に含めることを要しない。 

 

 

〔問60〕      20歳以上の日本人旅行者がアメリカで購入した物品の本

邦の通関に関する次の記述のうち、正しいものを選択肢からすべて選びなさ

い。 

 

ａ．海外市価１万円のバーボンウィスキー（760ml）３本と５万円のワイン

（760ml）１本のみを輸入する場合、ワイン１本が課税対象となる。 

ｂ．海外市価が８万円のハンドバッグ１個と10万円の腕時計１個、１本５千

円のネクタイ２本、１本８千円のベルト５本のみを輸入する場合、申告価

格は23万円となり、ベルト４本が課税対象となる。 

ｃ．海外市価が30万円のハンドバッグ１個のみを輸入する場合、簡易税率

15％が適用される。 

 

《トレーニング問題集の利用にあたって》 

本書に掲載されている問題のうち、各設問文の末尾が「～を選択肢からす

べて選びなさい」とある場合は、「正しい（又は、誤っている）」と判断した

ものについて、解答用紙（マークシート）にすべてマークすることとなりま

す。それ以外の設問は、解答用紙（マークシート）に、「正しい（又は、誤

っている）」と判断したもの１つマークすることとなります。 

出入国実務出入国実務

トレーニング問題集トレーニング問題集
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〔問１〕      日本人が観光を目的として旅行をする場合、無査証で旅

行ができる行程を選択肢からすべて選びなさい。（旅行開始日は2022年４月１

日とする。） 

 

ａ．全行程６日間のホー・チミン、シェムレアップの旅 

ｂ．全行程７日間のムンバイ、アジャンター、エローラの旅 

ｃ．全行程９日間のイスタンブール、パムッカレ、カッパドキアの旅 

ｄ．全行程９日間のサン・パウロ、リオ・デ・ジャネイロの旅 

 

 

〔問２〕      次の行程を日本人が観光を目的として旅行する場合、す

べての訪問国で査証が必要となるものはどれか。（旅行開始日は2022年４月

１日とする。） 

 

ａ．カトマンズ、デリー、ジャイプール、アグラ ２か国周遊８日間の旅 

ｂ．ヤンゴン、ハノイ、プノンペン ３か国周遊９日間の旅 

ｃ．モスクワ、バルト３国 ４か国周遊９日間の旅 

ｄ．ジンバブエ、ザンビア、ボツワナ、南アフリカ ４か国周遊10日間の旅 

 

 

〔問３〕      20歳以上の日本国籍を有する者が、アメリカのビザ免除

プログラム（VWP）を利用して渡米する場合に取得する電子渡航認証システ

ム（ESTA：Electronic System for Travel Authorization）に関する次の記

述のうち、誤っているものはどれか。 

 

ａ．出発前の事前申請が義務付けられており、承認された ESTA を持ってい

ない場合はアメリカ行きの航空機への搭乗を拒否される。 

ｂ．アメリカへの渡航目的が、第三国へ向かう際の乗り換え（トランジット）、

又は滞在期間が90日以下の短期商用・観光に限られる。 

ｃ．ESTA 認証の有効期限は、渡航認証の許可を受けた日から２年間となる

が、アメリカ滞在中に ESTA 認証の有効期限を迎える場合は、有効期限内

に新たに ESTA 申請をしなければならない。 

ｄ．ESTA は、家族又はグループによる最大50人まで、その代表者が一括し

て申請することができる。 

  LLeessssoonn１１  査証、出入国手続 
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〔問４〕      次のヨーロッパ各国のシェンゲン協定加盟状況とその国

の通貨との組み合わせのうち、正しいものはどれか。 

 

国 名    シェンゲン協定   通 貨 

ａ．チェコ   －  加盟    － ユーロ 

ｂ．ノルウェー －  加盟    － ノルウェー・クローネ 

ｃ．ハンガリー －  非加盟   － フォリント 

ｄ．ポルトガル －  非加盟   － ユーロ 

 

 

〔問５〕      次のヨーロッパ各国のシェンゲン協定加盟状況とその国

の通貨との組み合わせのうち、正しいものはどれか。 

 

国 名    シェンゲン協定   通 貨 

ａ．アイルランド － 非加盟   － ユーロ 

ｂ．イギリス   － 加盟    － ポンド 

ｃ．スイス    － 非加盟   － スイス・フラン 

ｄ．デンマーク  － 加盟    － ユーロ 

 

 

〔問６〕      次のヨーロッパ各国のシェンゲン協定加盟状況とその国

の通貨との組み合わせのうち、正しいものはどれか。 

 

国 名    シェンゲン協定   通 貨 

ａ．クロアチア  － 非加盟   － ユーロ 

ｂ．スイス    － 非加盟   － スイス・フラン 

ｃ．スウェーデン － 加盟    － スウェーデン・クローナ 

ｄ．フィンランド － 非加盟   － ユーロ 
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《トレーニング問題集の利用にあたって》 

本書に掲載されている問題のうち、各設問文の末尾が「～を選択肢からす

べて選びなさい」とある場合は、「正しい（又は、誤っている）」と判断した

ものについて、解答用紙（マークシート）にすべてマークすることとなりま

す。それ以外の設問は、解答用紙（マークシート）に、「正しい（又は、誤

っている）」と判断したもの１つマークすることとなります。 

語　学語　学

トレーニング問題集トレーニング問題集
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〔問題１〕以下の英文（ア）～（エ）の下線を引いた部分について、英語の語

句については適切な日本語訳を、また、空欄についてはこれを補う適切な英

語を、それぞれの選択肢から選びなさい。 

（出典：『The New York Times』より） 

 
（ア）Even before President Clinton’s July 25 order requiring airports to 

tighten security procedures, many airports had started doing so on 
their own. So had airlines, which are responsible for the security of the 
aircraft, including the screening and loading of  問１ . You are, 
therefore, advised to arrive at the airport 45 minutes to an hour 
earlier than usual, or up to two hours before a domestic 問 ２ 
departure and three hours before an international departure. 

 

問１．ａ．destination  ｂ．entry 
ｃ．luggage  ｄ．nationality 

 

問２．ａ．家族連れの  ｂ．国産の 

ｃ．国内線の  ｄ．予約済みの 

 

 

（イ）In a recent survey of on-the-ground service in 1995 conducted by 
the Geneva-based IATA, more than 45,000 passengers were asked 
about an extensive range of issues including ground  問３  to and 
from the airports, the speed of baggage delivery, availability of 
connecting flights to other countries, friendliness of airport staff, 
efficiency of customs inspection 問４ , etc. 

 

問３．ａ．accommodations ｂ．facilities 
ｃ．procedures  ｄ．transportation 

 

問４．ａ．乗客サービス  ｂ．税関検査 

ｃ．入国審査  ｄ．保安検査 

 

  LLeessssoonn１１  短文問題 
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  LLeessssoonn１１  短文問題 
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（ウ）Xochimilco (pronounced soh-chee-MEEL-koh) is not too hard to  
問５ from central Mexico City. We took the Metro 問６ to the last stop 
(Tasqueña) on Line 2, and then caught a pesero, or minibus, from the 
subway station to the town center. 

 

問５．ａ．enter   ｂ．leave 
ｃ．reach   ｄ．see 

 

問６．ａ．郊外バス  ｂ．高速電車 

ｃ．地下鉄  ｄ．路線バス 

 

 

（エ）The 158-room Ritz in Madrid is a 5-star hotel, centrally  問７  
across from the Prado. We spent one night at the least expensive 
double rate 問８. 

 

問７．ａ．built   ｂ．located 
ｃ．lain   ｄ．situates 

 

問８．ａ．最も安い二人部屋料金 ｂ．通常の二倍の料金 

ｃ．最も高い二人部屋料金 ｄ．最低の半額割引き料金 
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〔問題２〕以下の問９．～問11．の下線を引いた部分について、英語の語句に

ついては適切な日本語訳を、また、空欄についてはこれを補う適切な英語を、

それぞれの選択肢から選びなさい。 

（出典 :『Fodor’s』より） 

 

問９．Hawaii’s chain of volcanic islands, blessed by sunshine, soft winds, 
and jagged green mountains, rises out of a lonely stretch of the 
North Pacific, thousands of miles from land. No one knows exactly 
when these islands were first inhabited. 

 

ａ．熱帯の ｂ．さんご礁 ｃ．火山の ｄ．石灰岩の 

 

 

問10．The ruins on the two most historic hills － the Capitoline and the 
Palatine － mark the center of     Rome, capital of the classical 
world and center of a vast empire. 

 

ａ．ancient ｂ．medieval ｃ．modern ｄ．prehistoric 
 

 

問11．Painting represents one of Spain’s greatest contributions to world 
culture, and the jewels of the     are the works of the nation’s 
three great masters : Francisco Goya, Diego Velázquez, and EI 
Greco. 

 

ａ．Louvre ｂ．Uffizi ｃ．Hermitage ｄ．Prado 
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問49．次の記述から、英文の内容に合致していないものだけをすべて選んでい

るものはどれか。 

 

（ア）予約の変更を希望する場合、旅行会社は、予約申込書に署名をした者

以外の人からの変更の依頼を受け付けない。 

（イ）旅行の費用が旅行会社に全額支払われていなければ、旅行者は、予約

の変更を依頼することはできない。 

（ウ）予約の変更を希望する場合、旅行者は、旅行会社所定の変更のための

手続料金を旅行会社に支払わなければならない。 

 

ａ．（ア）（イ）   ｂ．（ア）（ウ） 

ｃ．（イ）（ウ）   ｄ．（ア）（イ）（ウ） 

 

 

問50．次の記述のうち、英文の内容に合致しているものを選択肢からすべて選

びなさい。 

 

ａ．旅行契約は、旅行会社が予約確認書兼請求書を発行したときに成立する。 

ｂ．旅行代金の残金が期日までに支払われないときは、旅行者が旅行をキャ

ンセルしたものとして取り扱われることがあり、その場合、旅行者は、表

２に定められたキャンセル料を支払わなければならない。 

ｃ．旅行者が申し込んだ旅行手配に航空機が含まれる場合は、予約確認書兼

請求書とフライト予約証明書が発行される。 

 

 

 

国際航空運賃計算国際航空運賃計算

トレーニング問題集トレーニング問題集
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〔問題１〕下記の適用条件に関する問１．～問６．の記述のうち、正しいもの

には○を、誤っているものには×を選びなさい。 

 

〔適用条件〕１．旅程： 

   発 着 

TOKYO (HND) - LONDON JL043 07APR(木) 1120 1550 

LONDON (LON) - MADRID IB3163 08APR(金) 0915 1245 

MADRID (MAD) - PARIS 地上運送機関利用 

PARIS (PAR) - TOKYO (NRT) AF276 16APR(土) 1325 0825+1 

 

 

問１．      全旅程の旅行開始日は４月７日（木）である。 

 

 

問２．      往路と復路のグローバルインディケーターは TS である。 

 

 

問３．      LON は途中降機地点である。 

 

 

問４．      MAD～PAR 間は航空機以外の交通手段で移動する地上移動

区間（サーフィスセクター）である。 

 

 

問５．      全旅程の出発地点と全旅程の最終地点である TYO の利用空

港は同一空港である。 

 

 

問６．      AF276便の TYO 到着は、PAR 出発日の翌日である。 

 

 

  LLeessssoonn１１  基本知識 
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〔問題２〕下記の適用条件に基づき、別冊資料編を参照のうえ、問７．～問８．

の各設問について答えなさい。 

 

〔適用条件〕 

１．旅 程： 

   発 着 

TOKYO (HND) - HOUSTON NH114 14APR(木) 1025 0845 

HOUSTON (HOU) - WASHINGTON UA1968 18APR(月) 1155 1549 

WASHINGTON (WAS) - NEWYORK UA4536 23APR(土) 1230 1357 

NEWYORK (NYC) - TOKYO (HND) NH109 27APR(水) 1815 2115+1 

 

２．クラス・人員：ビジネスクラス・大人１名 

３．適用運賃：ＮＨ米国行＜Ｆｕｌｌ  Ｆｌｅｘ  Ｐｌｕｓ／普通運賃Ｊ２＞ 

４．各区間のＴＰＭ： 

TYO - 6658（PA）- HOU - 1203 - WAS - 221 - NYC - 6723（PA）- TYO 

５．運賃計算上の折り返し地点：ＷＡＳ 

６．タリフ：別冊資料編14ページの資料１参照 

７．換算レート（ＲＯＥ）：１ＮＵＣ＝ＪＰＹ100.000000 

８．航空券の発券と販売：日本 

 

〔参考〕各区間のＴＰＭの合計 

区 間 ＴＰＭの合計 

TYO → HOU → WAS ７８６１ 

TYO → HOU → WAS → NYC ８０８２ 

HOU → WAS → NYC → TYO ８１４７ 

WAS → NYC → TYO ６９４４ 

 

 

  LLeessssoonn２２  普通運賃計算 
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〔問題２〕下記の適用条件に基づき、別冊資料編を参照のうえ、問７．～問８．
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  LLeessssoonn２２  普通運賃計算 
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問７．      この旅程において、ＮＨ米国行＜Ｆｕｌｌ  Ｆｌｅｘ  Ｐｌｕｓ／普通運賃

Ｊ２＞を適用し、往路をＪクラスで予約した場合、往路の運賃算出のための

計算式はどれか。 

 

ａ．15160.00×1/2 

ｂ．15210.00×1/2 

ｃ．16660.00×1/2 

ｄ．16710.00×1/2 

 

 

問８．      この旅程において、ＮＨ米国行＜Ｆｕｌｌ  Ｆｌｅｘ  Ｐｌｕｓ／普通運賃

Ｊ２＞を適用し、復路をＪクラスで予約した場合、復路の運賃算出のための

計算式はどれか。 

 

ａ．15160.00×1/2 

ｂ．15210.00×1/2 

ｃ．16660.00×1/2 

ｄ．16710.00×1/2 
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〔問１〕正解 ｂ 

ａ．正しい。 

ｂ．誤り。旅券の発給申請をするに当たり、

申請者がその配偶者を通じて当該申

請に係る書類 及び写真を提 出して申

請しようとする場合には、申請者本人の

身元を確認するための書類とともに、当

該申請者に代わり出頭する者の身元を

確認するための書類の提示又は提出を

要する。 

ｃ．正しい。 

ｄ．正しい。査証欄の増補を申請した旅券

を受領するに当たり、申請者の指定した

者が、当該申請者に代わり出頭して当

該旅券の交付を受けることができる。 

 

〔問２〕正解 ａ 

ａ．要件を満たしている。 

ｂ．要件を満たしていない。一般旅券発給

申請書に押印した印鑑に係る印鑑登

録証明書１点のみでは、要件を満たして

いない。 

ｃ．要件を満たしていない。国民健康保険

被保険者証１点のみでは、要件を満た

していない。 

よって、ａ．が要件を満たしている。 

 

〔問３〕正解 ａ、ｃ 

ａ．正しい。身体障害者や幼児など、発給

申請者自身で署名することが困難な場

合は、①法定代理人、②配偶者、③海

外渡航に同行を予定している者、④都

道府県知事又は領事官が発給申請者

に代わり記名することが適当であると認

められる者の順で、一般旅券発給申請

書の所持人自署欄に代理で署名する

ことができる。また、所持人自署欄に代

理で署名する者は、申請者の氏名と記

入者の氏名及び申請者との関係を明ら

かにしなければならない。 

ｂ．誤り。有効な旅券を返納の上、新たに

旅券の発給申請をする場合、“新たな

旅券が発行されたとき”に当該返納旅

券は失効する。 

ｃ．正しい。 

よって、ａ．ｃ．が正しい。 

 

〔問４〕正解 ａ、ｂ、ｄ 

ａ．１点のみでよい。「宅地建物取引士証」

は、申請者が人違いでないことを確認

するために都道府県知事が提示又は

提出を求める書類として、１点のみでよ

いとされている。 

ｂ．１点のみでよい。「運転経歴証明書（交

付年月日が平成24年４月１日以降のも

の）」は、申請者が人違いでないことを

確認するために都道府県知事が提示

又は提出を求める書類として、１点のみ

でよいとされている。 

ｃ．１点のみでは不十分である。「国民年金

手帳」１点のみでは、申請者が人違いで

ないことを確認するために都道府県知

事が提示又は提出を求める書類として、

不十分である。 

ｄ．１点のみでよい。「小型船舶操縦免許

証」は、申請者が人違いでないことを確

認するために都道府県知事が提示又

は提出を求める書類として、１点のみで

よいとされている。 

よって、ａ．ｂ．ｄ．が、旅券の発給申請を

するに当たり、申請者が人違いでないことを

確認するために都道府県知事が提示又は

提出を求める書類のうち、１点のみでよいとさ

れている。 
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〔問１〕正解 ｂ 

ａ．正しい。 

ｂ．誤り。旅券の発給申請をするに当たり、

申請者がその配偶者を通じて当該申

請に係る書類 及び写真を提 出して申

請しようとする場合には、申請者本人の

身元を確認するための書類とともに、当

該申請者に代わり出頭する者の身元を

確認するための書類の提示又は提出を

要する。 

ｃ．正しい。 

ｄ．正しい。査証欄の増補を申請した旅券

を受領するに当たり、申請者の指定した

者が、当該申請者に代わり出頭して当

該旅券の交付を受けることができる。 

 

〔問２〕正解 ａ 

ａ．要件を満たしている。 

ｂ．要件を満たしていない。一般旅券発給

申請書に押印した印鑑に係る印鑑登

録証明書１点のみでは、要件を満たして

いない。 

ｃ．要件を満たしていない。国民健康保険

被保険者証１点のみでは、要件を満た

していない。 

よって、ａ．が要件を満たしている。 

 

〔問３〕正解 ａ、ｃ 

ａ．正しい。身体障害者や幼児など、発給

申請者自身で署名することが困難な場

合は、①法定代理人、②配偶者、③海

外渡航に同行を予定している者、④都

道府県知事又は領事官が発給申請者

に代わり記名することが適当であると認

められる者の順で、一般旅券発給申請

書の所持人自署欄に代理で署名する

ことができる。また、所持人自署欄に代

理で署名する者は、申請者の氏名と記

入者の氏名及び申請者との関係を明ら

かにしなければならない。 

ｂ．誤り。有効な旅券を返納の上、新たに

旅券の発給申請をする場合、“新たな

旅券が発行されたとき”に当該返納旅

券は失効する。 

ｃ．正しい。 

よって、ａ．ｃ．が正しい。 

 

〔問４〕正解 ａ、ｂ、ｄ 

ａ．１点のみでよい。「宅地建物取引士証」

は、申請者が人違いでないことを確認

するために都道府県知事が提示又は

提出を求める書類として、１点のみでよ

いとされている。 

ｂ．１点のみでよい。「運転経歴証明書（交

付年月日が平成24年４月１日以降のも

の）」は、申請者が人違いでないことを

確認するために都道府県知事が提示

又は提出を求める書類として、１点のみ

でよいとされている。 

ｃ．１点のみでは不十分である。「国民年金

手帳」１点のみでは、申請者が人違いで

ないことを確認するために都道府県知

事が提示又は提出を求める書類として、

不十分である。 

ｄ．１点のみでよい。「小型船舶操縦免許

証」は、申請者が人違いでないことを確

認するために都道府県知事が提示又

は提出を求める書類として、１点のみで

よいとされている。 

よって、ａ．ｂ．ｄ．が、旅券の発給申請を

するに当たり、申請者が人違いでないことを

確認するために都道府県知事が提示又は

提出を求める書類のうち、１点のみでよいとさ

れている。 
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〔問５〕正解 ａ 

（ア）正しい。 

（イ）正しい。 

（ウ）誤り。名義人の氏名に変更が生じた

旅券を返納の上、当該名義人が記載

事項変更旅券の発給を申請する場合、

新たに発給される旅券（記載事項変更

旅券）については、有効期間満了日は

返納した旅券と同じであるが、旅券番

号は変更される。 

よって、（ア）（イ）が正しい。 

 

〔問６〕正解 ｂ 

（ア）正しい。 

（イ）誤り。旅券を紛失し、又は焼失した場

合、旅券の名義 人が病気、身体の障

害、交通至難の事情など真にやむを得

ない理由により出頭が困難であると認め

られるときは、旅券の名義人の配偶者

又は２親等内の親族だけでなく、“一般

旅券の名義人の指定した者（自己の行

為の責任をわきまえる能力のない者を

除く。）”を通じて届出を行うことができ

る。 

（ウ）正しい。 

よって、（ア）（ウ）が正しい。 

 

〔問７〕正解 ｄ 

ａ．正しい。 

ｂ．正しい。 

ｃ．正しい。 

ｄ．誤り。在留届の届出先は、旅券の名義

人が外国に住所又は居所を定めて３か

月以上滞在しようとする当該住所又は

居所を管轄する領事館の領事官であ

る。 

 

 

 

 

 

〔問８〕正解 ｂ 

ａ．正しい。 

ｂ．誤り。旅券の名義人が、“有効な旅券

を返納の上”、旅券の発給申請をする

場合、申請者の氏名又は本籍の都道

府県名に変更 がなければ、戸 籍謄本

（抄本）の提出を省略することができる

が、有効期間が満了となった旅券を返

納の上、旅券の発給申請をする場合、

戸籍謄本（抄本）の提出を省略すること

ができない。 

ｃ．正しい。 

ｄ．正しい。 

 

〔問９〕正解 ａ、ｂ、ｃ 

ａ．できる。 

ｂ．できる。 

ｃ．できる。 

よって、ａ．ｂ．ｃ．のすべてが、旅券の名義

人が、当該旅券の有効期間内においても、

当該旅券を返納の上、新たに旅券の発給

申請をすることができるものである。 

 

〔問10〕正解 ｂ 

ａ．正しい。 

ｂ．誤り。申請者に代わり出頭する者につ

いては、特に年齢に定めはない。 

ｃ．正しい。 

ｄ．正しい。 

 

〔問11〕正解 ａ、ｂ、ｃ 

ａ．正しい。 

ｂ．正しい。 

ｃ．正しい。 

よって、ａ．ｂ．ｃ．すべてが正しい。 

 

出
入
国
法
令 

解
答
編

旅
券
法

ー 39 ー



- 54 - 

ＭＥＭＯ 

 

 

 

出入国実務出入国実務

トレーニング問題集トレーニング問題集トレーニング問題集トレーニング問題集
解答・解説集解答・解説集



- 56 - 

 

 

〔問１〕正解 ｃ、ｄ 

ａ．無査証で旅行ができる行程ではない。

ベトナム（ホー・チミン）は、滞在期間が

15日以内ならば、査証は不要であるが、

カンボジア（シェムレアップ）は、滞在期

間にかかわらず、査証が必要である。 

ｂ．無査証で旅行ができる行程ではない。

インド（ムンバイ、アジャンター、エロー

ラ）は、滞在期間にかかわらず、査証が

必要である。 

ｃ．無査証で旅行ができる行程である。ト

ルコ（イスタンブール、パムッカレ、カッパ

ドキア）は、滞在期間が90日以内ならば、

査証は不要である。 

ｄ．無査証で旅行ができる行程である。ブ

ラジル（サン・パウロ、リオ・デ・ジャネイ

ロ）は、滞在期間が90日以内ならば、査

証は不要である。 

 

〔問２〕正解 ａ 

ａ．すべての訪問国で査証が必要となる。

ネパール（カトマンズ）とインド（デリー、ジ

ャイプール、アグラ）は、滞在期間にか

かわらず、査証が必要である。 

ｂ．すべての訪問国で査証が必要となるも

のではない。カンボジア（プノンペン）とミ

ャンマー（ヤンゴン）は、滞在期間にか

かわらず、査証が必要である。ベトナム

（ハノイ）は、滞在期間が15日以内なら

ば、査証は不要である。 

ｃ．すべての訪問国で査証が必要となるも

のではない。ロシア（モスクワ）は、滞在

期間にかかわらず、査証が必要である。

バルト３国とは、エストニア、ラトビア、リト

アニアの３か国をいう。エストニアとラトビ

アは、それぞれ滞在期間が90日以内な

らば、査証は不要である。リトアニアは、

滞在期間が３か月以内ならば、査証は

不要である。 

ｄ．すべての訪問国で査証が必要となるも

のではない。ジンバブエとザンビアは、

滞在期間にかかわらず、査証が必要で

ある。ボツワナと南アフリカは、それぞれ

滞在期間が90日以内ならば、査証は不

要である。 

 

〔問３〕正解 ｃ 

ａ．正しい。 

ｂ．正しい。 

ｃ．誤り。ESTA 認証の有効期限は、渡航

認証の許可を受けた日から２年間であ

る。アメリカ入国の際に ESTA 認証が失

効 していなければ、アメリカ滞 在 中 に

ESTA 認証の有効期限が切れたとして

も、新たに ESTA 申請をする必要はな

い。 

ｄ．正しい。 

 

〔問４〕正解 ｂ 

ａ．誤り。チェコは、シェンゲン協定加盟国

で、法定通貨は“コルナ”である。 

ｂ．正しい。 

ｃ．誤り。ハンガリーは、シェンゲン協定“加

盟国”で、法定通貨はフォリントである。 

ｄ．誤り。ポルトガルは、シェンゲン協定“加

盟国”で、法定通貨はユーロである。 

 

〔問５〕正解 ａ 

ａ．正しい。 

ｂ．誤り。イギリスは、シェンゲン協定非加

盟国で、法定通貨はポンドである。 

ｃ．誤り。スイスは、シェンゲン協定加盟国

で、法定通貨はスイス・フランである。 

ｄ．誤り。デンマークは、シェンゲン協定加

盟国で、法定通貨はデンマーク・クロー

ネである。 
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〔問１〕正解 ｃ、ｄ 

ａ．無査証で旅行ができる行程ではない。

ベトナム（ホー・チミン）は、滞在期間が

15日以内ならば、査証は不要であるが、

カンボジア（シェムレアップ）は、滞在期

間にかかわらず、査証が必要である。 

ｂ．無査証で旅行ができる行程ではない。

インド（ムンバイ、アジャンター、エロー

ラ）は、滞在期間にかかわらず、査証が

必要である。 

ｃ．無査証で旅行ができる行程である。ト

ルコ（イスタンブール、パムッカレ、カッパ

ドキア）は、滞在期間が90日以内ならば、

査証は不要である。 

ｄ．無査証で旅行ができる行程である。ブ

ラジル（サン・パウロ、リオ・デ・ジャネイ

ロ）は、滞在期間が90日以内ならば、査

証は不要である。 

 

〔問２〕正解 ａ 

ａ．すべての訪問国で査証が必要となる。

ネパール（カトマンズ）とインド（デリー、ジ

ャイプール、アグラ）は、滞在期間にか

かわらず、査証が必要である。 

ｂ．すべての訪問国で査証が必要となるも

のではない。カンボジア（プノンペン）とミ

ャンマー（ヤンゴン）は、滞在期間にか

かわらず、査証が必要である。ベトナム

（ハノイ）は、滞在期間が15日以内なら

ば、査証は不要である。 

ｃ．すべての訪問国で査証が必要となるも

のではない。ロシア（モスクワ）は、滞在

期間にかかわらず、査証が必要である。

バルト３国とは、エストニア、ラトビア、リト

アニアの３か国をいう。エストニアとラトビ

アは、それぞれ滞在期間が90日以内な

らば、査証は不要である。リトアニアは、

滞在期間が３か月以内ならば、査証は

不要である。 

ｄ．すべての訪問国で査証が必要となるも

のではない。ジンバブエとザンビアは、

滞在期間にかかわらず、査証が必要で

ある。ボツワナと南アフリカは、それぞれ

滞在期間が90日以内ならば、査証は不

要である。 

 

〔問３〕正解 ｃ 

ａ．正しい。 

ｂ．正しい。 

ｃ．誤り。ESTA 認証の有効期限は、渡航

認証の許可を受けた日から２年間であ

る。アメリカ入国の際に ESTA 認証が失

効 していなければ、アメリカ滞 在 中 に

ESTA 認証の有効期限が切れたとして

も、新たに ESTA 申請をする必要はな

い。 

ｄ．正しい。 

 

〔問４〕正解 ｂ 

ａ．誤り。チェコは、シェンゲン協定加盟国

で、法定通貨は“コルナ”である。 

ｂ．正しい。 

ｃ．誤り。ハンガリーは、シェンゲン協定“加

盟国”で、法定通貨はフォリントである。 

ｄ．誤り。ポルトガルは、シェンゲン協定“加

盟国”で、法定通貨はユーロである。 

 

〔問５〕正解 ａ 

ａ．正しい。 

ｂ．誤り。イギリスは、シェンゲン協定非加

盟国で、法定通貨はポンドである。 

ｃ．誤り。スイスは、シェンゲン協定加盟国

で、法定通貨はスイス・フランである。 

ｄ．誤り。デンマークは、シェンゲン協定加

盟国で、法定通貨はデンマーク・クロー

ネである。 
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〔問６〕正解 ｃ 

ａ．誤り。クロアチアは、シェンゲン協定非

加 盟 国 で、法 定 通 貨 は“クーナ”であ

る。 

ｂ．誤り。スイスは、シェンゲン協定“加盟

国”で、法定通貨はスイス・フランであ

る。 

ｃ．正しい。 

ｄ．誤り。フィンランドは、シェンゲン協定

“加盟国”で、法定通貨はユーロである 
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〔問題１〕 

（ア）各空港に対して安全対策を強化する

ように命じたクリントン大統領の７月25日

の命令の以前から、多くの空港では、既

に自主的にその措置を取り始めている。

多くの航空会社でも、手荷物の検査と

積込みを含む、航空会社の安全責任

に関する措置を取り始めている。そのた

め、通常よりも45分から１時間早めに、国

内線では出発の２時間前、国際線では

出発の３時間前までに空港に到着する

ように通知されている。 

問１．正解 ｃ 

問２．正解 ｃ 

 

（ イ ） 1995 年 、 ジ ュ ネ ー ブ に 本 部 を 置 く

IATA によって行われた地上サービスに

ついて最近の調査において、45,000人

以上の利用者が広範囲の問題につい

て質問を受けた。それには、空港まで及

び空港からの地上交通機関や手荷物

の受け渡しの迅速性、他国への乗継便

の利便性、空港スタッフの親切さ、通関

審査の効率性に関する質問などが含ま

れていた。 

問３．正解 ｄ 

問４．正解 ｂ 

 

（ウ）ソチミルコは、メキシコ・シティの中心

部から行くのにそれほど不便ではない。

私たちは、２号線の終点（タスケーニャ）

まで地下鉄に乗り、地下鉄の駅から町

の中心までペセロ、すなわちマイクロバ

スに乗車した。 

問５．正解 ｃ 

問６．正解 ｃ 

 

 

 

（エ）158の客室を持つマドリードのリッツは、

５つ星ホテルであり、プラド美術館の真

向かい側にある。私たちは、最も安い二

人部屋の料金で一泊した。 

問７．正解 ｂ 

問８．正解 ａ 

 

〔問題２〕 

問９．正解 ｃ 

太陽、柔らかい風、鋭く尖った緑の山々

に恵まれたハワイ諸島は、大陸から数千マ

イル離れた、北太平洋上にポツリと浮かぶ。

この島々にいつから人が住んだのか、正確

に知る人はいない。 

 

問10．正解 ａ 

２つの最も歴史的な丘－「カピトリーノ」と

「パラティーノ」－の廃墟は、古代ローマ帝

国 の首 都 であり、中 心 であったことを表

す。 

 

問11．正解 ｄ 

世界の文化に対して、絵画こそスペイン

の偉大さを表現しているものはない。プラド

美術館の宝石と呼ばれるものに、同国の

三大巨匠のフランシスコ・ゴヤ、ディエゴ・

ベラスケス、エル・グレコの作品がある。 
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問49．正解 ｃ 

（ア）合致している。 

（イ）合致していない。旅行者が予約の変

更を希望する場合、ツアー料金の最終

残額の支払い期日の前までに、変更確

認書（書面）を予約申込書に署名をし

た本人から旅行会社が受け取ることが

条件である。「旅行会社に旅行の費用

の全額を支払った後でなければ、旅行

者は、予約の変更を依頼することはでき

ない」とは記載されていない。 

（ウ）合致していない。本文中には「予約の

変更を希望する場合、旅行者は、旅行

会社所定の変更手続料金を旅行会社

に支払わなければならない」との記載は

ない。 

よって、（イ）（ウ）が合致していない。 

 

問50．正解 ａ、ｂ、ｃ 

ａ．合致している。 

ｂ．合致している。 

ｃ．合致している。 

よって、ａ．ｂ．ｃ．すべてが合 致 してい

る。 
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〔問題１〕 

問１．正解 ○ 正しい。 

 

問２．正解 ○ 正しい。東京（日本）はＴＣ３、ロンドン（ヨーロッパ）とパリ（ヨーロッパ）はＴ

Ｃ２である。したがって、この旅程において適用される運賃はＴＣ２３地区間運賃で、グロ

ーバルインディケーターはＴＳ（日本－ヨーロッパ間のシベリア経由の路線）である。 

 

問３．正解 × 誤り。ＬＯＮは、滞在時間が24時間以内（到着日時：４月７日15時50分、

出発日時：４月８日９時15分）のため、乗り継ぎ地点である。 

 

問４．正解 ○ 正しい。 

 

問５．正解 × 誤り。この旅程表で、全旅程の出発地点のＴＹＯの利用空港は羽田空

港（HND）、全旅程の最終地点であるＴＹＯの利用空港は成田空港（NRT）である。 

 

 

問６．正解 ○ 正しい。ＡＦ276便は、ＰＡＲを４月16日に出発し、ＴＹＯには出発日の翌

日（＋１）の４月17日到着する。 
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Lesson１ 基本知識 

- 91 - 

 

 

〔問題２〕 

問７．正解 ｂ 

往路：ＴＹＯ－ＷＡＳ（ＧＩ：ＰＡ） 

①適用運賃チェック：ウィークエンド（Ｗ）とウィークデイ（Ｘ）運賃の適用： 

往路の太平洋区間（ＴＹＯ－ＨＯＵ）を出発する曜日 

 4/14（木）  ウィークデイ（Ｘ） 

②距離計算：６６５８＋１２０３＝７８６１（ＳＴＰＭ） 

③割増率：ＳＴＰＭ ７８６１ ＜ ＭＰＭ ８１１４  Ｍ（割増しなし） 

④ＨＩＰチェック：途中降機地点（ＨＯＵ）があるため、ＨＩＰチェックを行う。 

ＴＹＯ－ＷＡＳ（Ｊ２ＸＲＴＡ１）１５１６０．００ ＜ ＴＹＯ－ＨＯＵ（Ｊ２ＸＲＴＡ１）１５２１０．００ 

 結果、ＨＩＦあり 

⑤往路運賃：ＴＹＯ－ＨＯＵ（Ｊ２ＸＲＴＡ１）１５２１０．００×１／２ＲＴ＝７６０５．００ 

 往路は、割増しがなく、ＨＩＦがある（ＴＹＯＨＯＵ）ため、Ｍ ＴＹＯＨＯＵ７６０５．００ と

なる。 

 

問８．正解 ａ 

復路：ＷＡＳ－ＴＹＯ（ＧＩ：ＰＡ） 

①適用運賃チェック：ウィークエンド（Ｗ）とウィークデイ（Ｘ）運賃の適用： 

復路の太平洋区間（ＮＹＣ－ＴＹＯ）を出発する曜日 

 4/27（水）  ウィークデイ（Ｘ） 

②距離計算：２２１＋６７２３＝６９４４（ＳＴＰＭ） 

③割増率：ＳＴＰＭ ６９４４ ＜ ＭＰＭ ８１１４  Ｍ（割増しなし） 

④ＨＩＰチェック：途中降機地点（ＮＹＣ）があるため、ＨＩＰチェックを行う。 

ＴＹＯ－ＷＡＳ（Ｊ２ＸＲＴＡ１）１５１６０．００ ＝ ＴＹＯ－ＮＹＣ（Ｊ２ＸＲＴＡ１）１５１６０．００ 

 結果、ＨＩＦなし 

⑤復路運賃：ＴＹＯ－ＷＡＳ（Ｊ２ＸＲＴＡ１）１５１６０．００×１／２ＲＴ＝７５８０．００ 

 復路は、割増しがなく、ＨＩＦがないため、Ｍ７５８０．００ となる。 
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