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12月13日（日）試験日　2020年

●申込期間  2020年10月１2日（月）～10月28日（水）（郵送の場合は当日の消印有効）

募 集 要 項

申込方法と結果発送

旅行地理検定の分類名称の変更
　第51回より、旅行地理検定の分類名称が変更になりますが、出題エリアはこれまでと変わりません。
　（旧分類名称）国内旅行地理検定　→　（新分類名称）日本旅行地理検定（出題エリア：日本国内）
　（旧分類名称）海外旅行地理検定　→　（新分類名称）世界旅行地理検定（出題エリア：日本を除く全世界）

2021年2月上旬までに結果を郵送します。

日本旅行地理、世界旅行地理検定の上級合格者には合格証を送付い
たします。初級・中級の合否通知書には合格証は付いておりません。
初級・中級の合格者及び上級合格者の再発行は、1枚800円（送料・
税込）で発行いたします。
詳しくは旅行地理検定ホームページをご覧ください。

受験票は11月下旬から順次お送りします。
12月3日（木）までに届かない場合は、早急に協会へお問い合わせ
ください。

■ 受験票

■ 結果発表

■ 合格証の発行

試験実施概要

■ コンビニの 端末を利用

■ インターネットを利用■ 試験日時

■ 試験開催地

■ 受験資格

試験日　12月13日（日）

受験資格の制限はありません。

■ 出題形式
四肢択一問題（マークシート方式）

会場　　札幌 /東京 /名古屋 /大阪 /福岡
インターネット
※会場は決定後、ホームページ及び受験票にて
　お知らせいたします。

試験開始時間　日本旅行地理検定　13:00～
　　　　　　　世界旅行地理検定　15:00～

コンビニに設置されている端末（セブンイレブンはマルチコピー機、
ローソンは Loppi、ファミリーマートは Fami ポートからお申込み
のうえ、コンビニにて受験料をお支払いいただきますと、自動的に
お申込みが完了となります。

地理検のホームページまたはキャリタス資格・検定
（http://shikaku.career-tasu.jp/index.htm）からお申込みください。
お支払方法はコンビニ決済、クレジットカード決済または LINE Pay
を選択いただけます。

※お申込み後は、受験科目、受験級、受験方法、受験地等の変更は一切できません。次回への繰り越しもできませんので、予めご了承ください。
※車いす、体の不自由な方で、会場での受験を希望される場合はお申し込みの際協会までご連絡ください。
※会場地図は受験票に記載しますので、直接、会場へのお問い合せはご遠慮願います。各会場とも駐車場はございません。
　公共交通機関をご利用ください。
※受験者数によっては、他の級の受験者と合同の会場になる場合もありますので、ご了承ください。

■ 受験申込書を郵送
受験申込書に必要事項を記入し、受験料を銀行振込にてお支払いの
うえ、協会へ郵送してください。受験申込書は地理検ホームページ
から印刷できます。
※現金書留でのお支払は、受け付けておりません。

インターネット受験では日本・世界の初級・中級の試験を受験でき
ます。また会場受験 とインターネット受験を組み合わせての受験
も可能です。（会場受験は日本・世界それぞ れ初級・中級・上級の
1科目のみの受験になります。）

■ 複数受験

例 :日本上級（会場）と世界上級（会場）  ○　
　   日本中級（インターネット）と日本初級（インターネット） ○　 
　　日本上級（会場）と日本中級（会場）  ×
　　日本上級（会場）と日本中級（インターネット）  ○
　　日本中級（会場）と日本中級（インターネット）  ×

国連世界観光機関（UNWTO）は
「旅行地理検定」を応援しています。
http：//www2.unwto.org/

観光は、17の持続可能な開発目標

なお下記QRコードより、持続可能な開発目標（SDGs）や責任ある旅行
者になるためのヒントについて参照いただけます。是非ご覧ください。

●観光と持続可能な開発目標（SDGs）   ●責任ある旅行者になるための
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヒント

観光を通じてSDGsの達成を！

旅行者として、また観光を通じてSDGsの達成に貢献しよう！

国連世界観光機関（UNWTO）は、責任ある、持続可能で、誰もが参加できる観光の
推進を責務とする国連の専門機関です。UNWTO は持続可能な17の開発目標
（SDGs：Sustainable Development Goals）において、観光が重要な役割を果た
せるよう取り組んでいます。

UNWTO 世界観光倫理憲章に基づき世界観光倫理委員会によって作成された「責任あ
る旅行者になるための５つのヒント（The Tips for a Responsible Traveller）」を
紹介します。

ヒント 1

ヒント 2 ヒント 3

ヒント 4 ヒント 5

旅先に住む人々に敬意を払い、私たちの共有財産を大切にしよう

私たちの地球を守ろう 地域経済をサポートしよう

旅先の情報に通じた旅人になろう 尊敬される旅人になろう

TRAVEL. ENJOY. RESPECT.

（SDGs：Sustainable Development Goals）
に貢献する潜在力があります。

TRAVEL. ENJOY. RESPECT.
の動画を是非ご覧ください。

旅行地理検定委員会
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清水　靖夫
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滝沢由美子

一般社団法人 日本旅行業協会・一般社団法人 全国旅行業協会・公益
社団法人 日本観光振興協会・一般社団法人 日本温泉協会・一般社団
法人・日本添乗サービス協会・ANTOR-JAPAN（駐日外国政府観光
局協議会）・公益財団法人 日本修学旅行協会・日本航空株式会社 ・フ
ランス観光開発機構・国連世界観光機関

後　援

準会場受験制度のご案内

旅行地理検定の実施にあたり、実施要項に定める試験会場の
ほかに、次の要件を満たす団体（企業、学校法人等）が独自
の受験会場（準会場）の設置により受験を可能とする制度です。
以下の要件をすべて満たす場合には、準会場受験制度をご利
用いただくことができます。

①受験者数が 5 名以上で、団体責任者から一括でお申込みい
　ただくこと

②各団体で検定実施に適した会場（教室・部屋等）、並びに監
　督員を用意できること

③旅行地理検定協会（以下、協会）が定める団体受験専用の
　お申込みフォームに、各団体責任者が必要事項をご記入の
　上、電子メールにてお申込みいただくこと

④受験料を申請団体から一括でお支払をいただくこと

⑤受験票、合否通知等の受験に必要な送付物を団体責任者が
　一括で受け取っていただくこと

詳細は、旅行地理検定ホームページをご覧いただくか、旅行
地理検定協会にお問い合わせください。

「旅行地理検定試験」は旅先の知識を豊かにし、旅をより楽し
く充実したものにしていただくことを目的に、1995 年にス
タートしました。旅行愛好家や旅行業を目指す方々、学生、旅行・
観光関連企業の方々など多くの皆様に受験していただき、受験
者は延べ 24 万人を超えました。一人でも多くの方に、日本や
世界を知るきっかけとして「旅行地理検定」に挑戦していただ
くことを期待しております。

旅行地理検定試験のプロフィール

個人情報の取扱について

1. 事業者の名称

　 株式会社 JTB総合研究所
　（旅行地理検定協会事務局）

2. 個人情報保護管理者の職名及び連絡先
　 管理部長
　 電話 03（6722）0700

3. 個人情報の利用目的
    受験票・試験結果の発送及びお客様
　 とのご連絡
    受験者の受験履歴管理等
    内部データの集約
    今後の試験案内の送付（1年間）

4. 個人情報取扱の委託

 　お預かりした個人情報の取扱の全部
　 または一部を委託することがありま
 　す。

5. 個人情報の開示等の請求

　 ご本人様は、当社に対してご自身の
　 個人情報の開示等（利用目的の通知、
　 開示、内容の訂正・追加・削除、利
　 用の停止または消去、第三者への提
　 供の停止）に関して、下記の当社窓
　 口に申し出ることができます。

　 【開示等に応じる窓口】
　 株式会社 JTB総合研究所
　 個人情報苦情相談窓口
　 〒105-0014　東京都港区芝三丁目　 
　 23番1号　セレスティン芝三井ビル12階
　 電話  03（6722）0700

6. 個人情報を提供されることの任意性

 　について

　ご本人様が当社に個人情報を提供され
　るかどうかは任意によるものです。た
　だしご提供いただけない場合は試験の
　申し込みができない場合があります。

お問い合わせ
・

資料請求は

http://www.chirikentei.jp/
〒105-0014 東京都港区芝3-23-1
セレスティン芝三井ビルディング12階
（株）JTB総合研究所内

　TEL:03-6722-0756　FAX:03-6722-0753

〒105-0014 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング12階
（株）JTB総合研究所内

http://www.chirikentei.jp/

写真提供：信州いいやま観光局



初級 中級

上級

日本・世界 共 ̶旅行地理検定の改定について̶

試 験 時 間

受 験 料（消費税込）

受験料（消費税込）

日本旅行地理

13：00～14：00（会場）

（インターネット）9：00～15：00に試験開始

15：00～16：00（会場）
世界旅行地理

3,000円（会場、インターネット同額）

試 験 時 間

受 験 料（消費税込）

受験料（消費税込）

参考書籍

日本旅行地理

13：00～14：00（会場）

（インターネット）9：00～15：00に試験開始

15：00～16：00（会場）
世界旅行地理

4,000円（会場、インターネット同額）

試 験 時 間

受 験 料（消費税込）

合格目安正解率

日本旅行地理

13：00～14：00（会場） 15：00～16：00（会場）

世界旅行地理

国内2級 海外2級

5,000円（会場）

70％（会場）

『国内旅行地理プラクティカル』
『ジパング紀行』

※上記は目安であり、各回で平均点等を考慮したうえで最終判定いたします。

『海外旅行地理プラクティカル』
『世界浪漫紀行』

80問 60分 100問 60分

100問 60分

第 52回　旅行地理検定試験

日本・世界 初級
親子受験割引親子受験割引

認定基準
日本国内の旅行地理に関する
基本的な知識を習得している。

世界の旅行地理に関する
基本的な知識を習得している。

日本国内の旅行地理に関する
標準的な知識を習得している。

世界の主要国・地域における旅行地理に
関する標準的な知識を習得している。

日本国内の旅行地理に関する
豊富な知識を習得している。

世界の旅行地理に関する豊富な知識を
習得している。

設定基準

設定基準

国家試験の観光地理対策、将来は
観光関連の仕事を目指す方に！

旅行業界・観光業界のエキスパート
業界人の自己啓発に！

旅行先を知りより充実した旅に
家族で「旅」を話しませんか！

初級 中級

上級

親子受験割引
大人1名様と中学生以下のお子様1名合計2名
でお申込みいただきます。

日本・世界初級 会場試験受験料

  お二人で4,800円（税込通常6,000円）
ホームページの申込書をご利用してお申込みください。
（銀行振込のみ対応）
※日本、世界初級の併願は可能です。
　受験料はお二人で9,600円（税込通常12,000円）
　となります。
※受験票・結果通知は代表者の方に一括で送ります。
※会場は、同一地区にてお申込みください。

日本・世界初級 
会場試験限定

参考書籍

国内・海外地理検定　　過去問題アプリ

○第41回（2015年６月実
　施）からの過去問題を
　お手元のスマートフォ
　ンからお手軽に購入。
○お申込み、詳細はお手
　元のスマートフォンか
　ら Apple、Google の
　各ストアから「地理検」
　で検索してください。
※このアプリは、JTB総
　合研究所がブルーゲート
　 の協力のもと制作、販
　売しています。

※出題範囲は、各級の出題の中心となる範囲を示したものであり、
　それ以外の範囲から出題されないという意味ではありません。
※※中級の出題国・地域は『海外旅行ベーシック400 』本編にて掲
　載されている国・地域とします（ただし、世界遺産、世界の旅行
　地理に関する時事を除く）。

（イメージ）

参考書籍のお問合わせは下記まで
JTB総合研究所観光教育事業部　TEL:03-6722-0750

JTB総合研究所のホームページからご購入いただけます。

http://www.tourism.jp/store/

合格目安正解率

『国内旅行地理ベーシック
300＋α』に掲載されている
観光スポット

『海外旅行地理ベーシック
400』に掲載されている観光
スポット

『国内旅行地理ベーシック 300
＋α』

『海外旅行地理ベーシック400』 『国内旅行地理ベーシック 300
＋α』
『国内旅行地理プラクティカル』

『海外旅行地理ベーシック400』
『海外旅行地理プラクティカル』

合格目安正解率

合格目安正解率

● ● 『国内旅行地理ベーシック
300＋α』に掲載されている
観光スポット
日本国内の旅行地理に関する
時事

主要国・地域の観光スポット
※※

世界の旅行地理に関する時事

●

●

●

●

日本国内の観光スポット
（約1200箇所）

日本国内の旅行地理に関する
時事

世界の観光スポット
（約1200箇所）

世界の旅行地理に関する時事

●

●

●

●

参考書籍

出題範囲※ 出題範囲※

出題範囲※

70％（会場）╱75％（インターネット）
※上記は目安であり、各回で平均点等を考慮したうえで最終判定いたします。

70％（会場）╱75％（インターネット）
※上記は目安であり、各回で平均点等を考慮したうえで最終判定いたします。

コンビニ端末からのお申込み方法 コンビニエンスストアでのお申込み～お支払い手順

セブンイレブン（マルチコピー機）

「マルチコピー機」
の画面で「資格･
検定」をタッチし
て以下の順に進
み、申込情報を入
力してください。

資格･検定

お申し込みの検定をタッチお申し込みの検定をタッチ

申込情報を入力

「払込依頼票」発券

ローソン（Loppi）

「Loppi」の画面で「各
種申込（学び）」を含
むボタンをタッチし
て以下の順に進み、
申込情報を入力して
ください。

「各種申込（学び）」を含むボタン

学び･教育

各種検定試験申込み（漢字検定･英語検定等）

お申し込みの検定をタッチ

申込情報を入力

「申込券」発券

ファミリーマート（Fami ポート）

「Fami ポート」の画
面で「申込・請求」
をタッチして以下の
順に進み、申込情報
を入力してくださ
い。

申込･請求

「学び･教育」を含むボタン

資格･検定 申し込みサービス

お申し込みの検定をタッチ

申込情報を入力

「申込券」発券

※裏面の「個人情報の
取扱について」に同意
の上でお申込くださ
い。

※※『海外旅行ベーシック400』本編に掲載されている国・地域

第51回より旅行地理検定の階級及び階級の名称を変更しております。
第50回以前に合格された級については引き続き有効ですが、改定後
の級への読み替えは行えませんので、予めご了承ください。

インターネット受験のパソコン

●インターネット受験の場合、試験開始時間は試験日の9時から15時
　までで（各級共通）、各級ごとの所定の試験時間内に試験を終了して
　いただきます。
●パソコンやプロバイダー等の障害に備え、試験を14時30分頃まで
　に終了できるように受験されることをお勧めします。なお、障害発
　生時は、直ちに当協会までご連絡ください。ただし対応可能時間は、
　試験開始時間終了の15時までとさせていただきます。
●お客様事情による解答送信不能への受験料返金はいたしませんので
　ご注意ください。
●受験お申込み前に、下記の「インターネット受験環境について」で
　動作環境をご確認ください。
　https://www.chirikentei.jp/accessibility/

・不特定多数の人が使用できるパソコンからの受験はお勧めしません。
　セキュリティ対策が取られたパソコンから受験してください。
・ウィルス感染や個人情報漏えいに関しては、お客様ご自身の責任にお
　いて受験してください。

 1　受験用ウェブサイトにアクセス（URLは受験票でお知らせします）

 2　受験番号・パスワードの入力

 3　問題文を読み解答を入力

 4　送信ボタンで協会へ送信（詳しくは地理検ホームページ参照）

インターネットによるオンライン受験の手順

https://www.chirikentei.jp/trial/

● 日本旅行地理検定（初級・中級）
● 世界旅行地理検定（初級・中級）
● おすすめの受験級を判定する「地理検レベル判定テスト」　
　 もあります。

Q「地理検」ってどんな試験？ Qどんな問題がでるの？

ご 注 意

ちょっと体験
インターネ

ット試験を

「体験版・
地理検定」

受験に使用できるパソコンは、Windows 10/8.1 を搭載した
パソコンです。（タッチパネルは非対応）。
Macや Linuxでは受験できません。
ブラウザは Microsoft Edge、Internet  Explorer 11 およ
び Firefox、Google Chromeです。

初級
中級

参考書籍

初級～中級
向け

中級～上級
向け

上級向け

※ 旧旅行地理検定の過去問題集も発売しています。
　 参考書籍は、書店では販売しておりません。

アジア

ヨーロッパ

南北アメリカ

オセアニア
・太平洋の島

中東・アフリカ

韓国／台湾／中国／香港／マカオ／フィリピン／ベトナム／カンボジア／
マレーシア／シンガポール／インドネシア／タイ／インド／ネパール
イギリス／オランダ／ベルギー／デンマーク／スウェーデン／
ノルウェー／フィンランド／ドイツ／スイス／オーストリア／
フランス／イタリア／スペイン／ポルトガル／ギリシャ／チェコ／
ハンガリー／ポーランド／ロシア連邦
アメリカ／カナダ／メキシコ／キューバ／バハマ／ペルー／
ブラジル／アルゼンチン

オーストラリア／ニュージーランド／グアム／サイパン／
フィジー／ニューカレドニア／タヒチ

トルコ／イスラエル／エジプト／ケニア／タンザニア


