
旅行地理検定 ちょっと体験

国内４級 

次の世界遺産には登録されていないものを選びなさい。

　「明治日本の産業革命遺産」
　　ａ．旧グラバー住宅　ｂ．松下村塾　　　　ｃ．富岡製糸場　　　ｄ．端島炭坑（軍艦島）

国内３級  

近鉄志摩線が本土から島内に入り込み、島中央部に終点駅がある、2016年サミット開催地はどこか。

　　ａ．賢島　　　　　　ｂ．神島　　　　　　ｃ．鯨島　　　　　　ｄ．ラクダ島

国内２級 

加茂水族館の所在地を選びなさい。　

　　ａ．青森市　　　　　ｂ．男鹿市　　　　　ｃ．佐渡市　　　　　ｄ．鶴岡市

国内１級 

次の曲にゆかりの温泉地を選びなさい。

　「高原列車は行く」（丘灯至夫作詞、岡本敦郎）
　　ａ．海ノ口温泉　　　ｂ．北軽井沢温泉　　ｃ．宝泉寺温泉　　　ｄ．横向温泉

海外４級 

バリ島がある国で発行されている通貨の単位を選びなさい。　

　　ａ．ドン　　　　　　ｂ．バーツ　　　　　ｃ．ペソ　　　　　　ｄ．ルピア

海外３級

次の作品の舞台となっている都市を選びなさい。

　“Ｔｈｅ　Ｋｉｎｇ　ａｎｄ　Ｉ”（ｂｙ　Ｍａｒｇａｒｅｔ　Ｌａｎｄｏｎ）
　　ａ．Ｂａｎｇｋｏｋ     ｂ．Ｄｅｌｈｉ　　　  ｃ．Ｌｏｎｄｏｎ　　  ｄ．Ｒｏｍｅ

海外２級  

次の観光ポイントが市内や郊外にある都市を選びなさい。

海印寺

　　ａ．ソウル　　　　　ｂ．大邱　　　　　　ｃ．釜山　　　　　　ｄ．扶余

海外１級

次の説明にあてはまるベルリンの観光ポイントを選びなさい。

ウンター・デン・リンデン大通りを境とする北半分の地区で、南北に流れるシュプレー川の中州にある。

　　ａ．宮殿島　　　　　ｂ．修道院島　　　　ｃ．博物館島　　　　ｄ．花の島

解答：国内４級ｃ／海外４級ｄ　国内３級ａ／海外３級ａ　国内２級ｄ／海外２級ｂ　国内１級ｄ／海外１級ｃ

第42回（2015年後期実施）の出題問題（解答はページ下部）

インターネットで模擬試験を体験しよう！インターネットで模擬試験を体験しよう！
「地理検」ってどんな試験？どんな問題が出るの？
そんな疑問もこれで解消！試験直前の力試しもできます。

インターネットによる受験対策模擬試験は無料で受けられます。
気楽にチャレンジしてください。

http://hrs.tourism.jp/tgta/
●国内旅行地理検定（２級～４級）●海外旅行地理検定（２級～４級）

旅行地理検定試験に関するお問い合わせ・資料請求は・・・
旅行地理検定協会TEL:03(6722)0756までお問い合わせください。ホームページ http://hrs.tourism.jp/tgta/

地理検 検 索
今すぐアクセスしてみよう！！

旅行地理（地理検定受験対策）コース

１級　旅行地理について豊富な知識を有している。プロとして高度な旅行案内ができる。

２級　旅行地理について標準以上の知識を有している。観光地全般にわたり旅行案内業務ができる。

３級　旅行地理について標準的な知識を有している。主要な観光地の旅行案内業務ができる。

４級　旅行地理について初歩的な知識を有している。
※１級の最高得点者を「旅行地理博士」として表彰します。

「旅行」と「地理」をキーワードに平成７年にスタート。
小中学生から年配者まで毎年１万人以上の人がこの検定試験にチャレンジしています。
初めて地理検定試験を受験の方は４級から！！
４級を受験することで、観光地理の基本的な知識が身につき、
さらに上級を目指す第一歩のステップとなります。

認定基準（合格者には、合格証を発行します。）

旅行地理検定
試験とは

「旅が大好き」の方、紙上旅行へ大集合！！（旅行地理検定協会主催）

■期日／６月・１２月（年２回）
■受験方法／インターネット受験・会場受験（試験内容は共通）
■会場／札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

■受験資格／どなたでも受験できます。
■受験料・試験内容

試験の期日・会場など

国内・海外　４級

各2,600円

各 2,100 円

７０問・３５分

会場

インターネット

受験級

問題数と試験時間

対策コース

受験料

国内・海外　３級

各2,600円

各 2,100 円

９０問・４５分

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

１１ページ参照

国内・海外２級

各3,100円

各 2,600 円

１２０問・６０分

国内観光地理
海外観光地理
１２ページ参照

ジパング紀行
世界浪漫紀行
１３ページ参照

国内・海外１級

各3,600円

会場受験のみ

１８０問・８０分

旅の通信教育 旅の通信教育
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旅行地理検定 ちょっと体験

国内４級 

次の世界遺産には登録されていないものを選びなさい。

　「明治日本の産業革命遺産」
　　ａ．旧グラバー住宅　ｂ．松下村塾　　　　ｃ．富岡製糸場　　　ｄ．端島炭坑（軍艦島）

国内３級  

近鉄志摩線が本土から島内に入り込み、島中央部に終点駅がある、2016年サミット開催地はどこか。

　　ａ．賢島　　　　　　ｂ．神島　　　　　　ｃ．鯨島　　　　　　ｄ．ラクダ島

国内２級 

加茂水族館の所在地を選びなさい。　

　　ａ．青森市　　　　　ｂ．男鹿市　　　　　ｃ．佐渡市　　　　　ｄ．鶴岡市

国内１級 

次の曲にゆかりの温泉地を選びなさい。

　「高原列車は行く」（丘灯至夫作詞、岡本敦郎）
　　ａ．海ノ口温泉　　　ｂ．北軽井沢温泉　　ｃ．宝泉寺温泉　　　ｄ．横向温泉

海外４級 

バリ島がある国で発行されている通貨の単位を選びなさい。　

　　ａ．ドン　　　　　　ｂ．バーツ　　　　　ｃ．ペソ　　　　　　ｄ．ルピア

海外３級

次の作品の舞台となっている都市を選びなさい。

　“Ｔｈｅ　Ｋｉｎｇ　ａｎｄ　Ｉ”（ｂｙ　Ｍａｒｇａｒｅｔ　Ｌａｎｄｏｎ）
　　ａ．Ｂａｎｇｋｏｋ     ｂ．Ｄｅｌｈｉ　　　  ｃ．Ｌｏｎｄｏｎ　　  ｄ．Ｒｏｍｅ

海外２級  

次の観光ポイントが市内や郊外にある都市を選びなさい。

海印寺

　　ａ．ソウル　　　　　ｂ．大邱　　　　　　ｃ．釜山　　　　　　ｄ．扶余

海外１級

次の説明にあてはまるベルリンの観光ポイントを選びなさい。

ウンター・デン・リンデン大通りを境とする北半分の地区で、南北に流れるシュプレー川の中州にある。

　　ａ．宮殿島　　　　　ｂ．修道院島　　　　ｃ．博物館島　　　　ｄ．花の島

解答：国内４級ｃ／海外４級ｄ　国内３級ａ／海外３級ａ　国内２級ｄ／海外２級ｂ　国内１級ｄ／海外１級ｃ

第42回（2015年後期実施）の出題問題（解答はページ下部）

インターネットで模擬試験を体験しよう！インターネットで模擬試験を体験しよう！
「地理検」ってどんな試験？どんな問題が出るの？
そんな疑問もこれで解消！試験直前の力試しもできます。

インターネットによる受験対策模擬試験は無料で受けられます。
気楽にチャレンジしてください。

http://hrs.tourism.jp/tgta/
●国内旅行地理検定（２級～４級）●海外旅行地理検定（２級～４級）

旅行地理検定試験に関するお問い合わせ・資料請求は・・・
旅行地理検定協会TEL:03(6722)0756までお問い合わせください。ホームページ http://hrs.tourism.jp/tgta/

地理検 検 索
今すぐアクセスしてみよう！！

旅行地理（地理検定受験対策）コース

１級　旅行地理について豊富な知識を有している。プロとして高度な旅行案内ができる。

２級　旅行地理について標準以上の知識を有している。観光地全般にわたり旅行案内業務ができる。

３級　旅行地理について標準的な知識を有している。主要な観光地の旅行案内業務ができる。

４級　旅行地理について初歩的な知識を有している。
※１級の最高得点者を「旅行地理博士」として表彰します。

「旅行」と「地理」をキーワードに平成７年にスタート。
小中学生から年配者まで毎年１万人以上の人がこの検定試験にチャレンジしています。
初めて地理検定試験を受験の方は４級から！！
４級を受験することで、観光地理の基本的な知識が身につき、
さらに上級を目指す第一歩のステップとなります。

認定基準（合格者には、合格証を発行します。）

旅行地理検定
試験とは

「旅が大好き」の方、紙上旅行へ大集合！！（旅行地理検定協会主催）

■期日／６月・１２月（年２回）
■受験方法／インターネット受験・会場受験（試験内容は共通）
■会場／札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

■受験資格／どなたでも受験できます。
■受験料・試験内容

試験の期日・会場など

国内・海外　４級

各2,600円

各 2,100 円

７０問・３５分

会場

インターネット

受験級

問題数と試験時間

対策コース

受験料

国内・海外　３級

各2,600円

各 2,100 円

９０問・４５分

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

１１ページ参照

国内・海外２級

各3,100円

各 2,600 円

１２０問・６０分

国内観光地理
海外観光地理
１２ページ参照

ジパング紀行
世界浪漫紀行
１３ページ参照

国内・海外１級

各3,600円

会場受験のみ

１８０問・８０分

旅の通信教育 旅の通信教育
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国内観光地理国内観光地理
３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

国内旅行地理検定試験２級受験対策講座

受講期間 20,570円受講料 （消費税８％込）

旅行者がよく訪れる日本国内の観光地、観光個所約
1,200か所について
①まずどう読むか、何で有名か
②どこにあるのか、最寄りのJR駅／空港は
③周辺の観光個所とその特徴などを、従来の記述式テ
ストではなく、様々な問題を解くことによって体系
的に覚えていきます。

講座のねらい・特色

・テキスト………………………１冊
・白地図…………………………１冊
・補助教材
「国内観光資源」………………１冊
・日本地図帳……………………１冊
・リポート問題…………………３回

教　材

テキスト内容
No.

1

2

3

　　　　 地域

北海道・東北・関東

中部・関西

中国・四国・九州

　　　　　　　　　　　　　主な内容

（教材については一部変更もございます。）

本コースの修了者は「国内旅行地理検定試験」を
１回無料で受験できます。

日本国内を７エリア、２７ブロックに分類して、観光地理に関する理解を効
率よく高めます。
●自然景観、神社、仏閣、史跡などについて
　全国の山岳、河川、海岸、湖沼、高原、渓谷など約４００か所について、
その名称、所在地、特徴、周辺の観光個所、最寄駅・空港などを覚えます。
●温泉などについて
　北海道から九州までの温泉観光地約３００か所について、その名称、所在地、
特徴、周辺の観光個所、最寄駅・空港などに関する知識を身につけます。
●観光都市・その他
　全国の主要都市約２００か所の名称のほか、国立公園、国定公園、日本に
ある世界遺産、祭り、郷土料理、名産品、歴史的町並みなどの名称・特徴
などを習得します。

海外観光地理海外観光地理
３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

海外旅行地理検定試験２級受験対策講座

受講期間 20,570円受講料 （消費税８％込）

パッケージツアーの目的地となっている世界約１１０
カ国・地域について
①全体の地勢（大陸・海洋・半島・山脈・山・河川・島・
高原など）
②英文での表記・首都・公用語・通貨
③主な都市や観光地の位置と特徴
④各都市ならびに周辺の主要な観光個所などを、様々
な問題を解きながら体系的に覚えていきます。

講座のねらい・特色

・テキスト………………………１冊
・白地図…………………………１冊
・補助教材
「海外観光資源」………………１冊
・世界地図帳……………………１冊
・リポート問題…………………３回

教　材

テキスト内容
No.

1

2

3

　　　　 地域

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

　　　　　　　　　　　　　主な内容

（教材については一部変更もございます。）

本コースの修了者は「海外旅行地理検定試験」を
１回無料で受験できます。

世界を５つの地域に分類して、効率よく海外観光地理に関する理解を深めま
す。
●各地域の地勢（大陸・海洋・山脈・河川・島・高原など）をはじめ、各国
の首都・公用語・通貨・主な都市と観光地の把握ならびに周辺の主要な観
光個所の位置と特徴を学習します。
●各国・各都市の広場・公園・寺院・教会・美術館・博物館などを横断的に
学びます。
●各国・各都市の著名ホテル、名物料理・飲み物・陶磁器・絵画・彫刻とそ
の展示個所などを学びます。さらに、世界の祭りやイベントを横断的に学
習します。

旅行地理（地理検定受験対策）コース

国内旅行地理ベーシック３００＋α国内旅行地理ベーシック３００＋α
３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

国内旅行地理検定試験３・４級受験対策講座

受講期間 15,120円受講料 （消費税８％込）

■旅行会社に入って間もない方、地理が苦手な方のた
めの国内観光地理の入門コースです。
■最低限覚えるべき必須３００の観光地・温泉地の知
識を土台に、時刻表の索引地図を利用して、「日本
一周・紙上の旅に出かけ、点で覚えた観光地・温泉
地の位置やコース（行程）を身に付けていただきます。
■テキストは三部構成になっており、パート１は、旅
行会社社員なら誰もが知っておくべき全国区の温
泉・山・高原・海岸・岬、テーマパークなど３００
について、見開きの地図で場所を確認しながら、ど
んなところか概要をつかんでいただきます。
■パート２は、札幌を起点に鹿児島に至るメジャー観
光ポイントを巡る日本一周の旅に出かけ、パート１
で学んだ知識を確実なものにしていきます。
■パート３は、プラスαへのスタート。必須３００以
上の約４００の主要観光地・温泉を地域単位、ある
いは県単位に紹介しています。

講座のねらい・特色 ・テキスト………………………１冊
・日本地図帳……………………１冊
・白地図…………………………１冊
・リポート問題…………………３回

教　材

テキスト内容
No.

1

2

3

　　　主な項目

パート１
これだけは覚えよう①

パート２
これだけは覚えよう②

パート３
これだけは覚えよう③

　　　　　　　　　　　　　　主な内容

●全国メジャー観光地３００

●温泉、自然観光、寺社、観光スポット等

●全国メジャー観光地を訪ねる日本一周の旅

●地域別・県別観光資源

（教材については一部変更もございます。）

海外旅行地理ベーシック４００海外旅行地理ベーシック４００
３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

海外旅行地理検定試験３・４級受験対策講座

受講期間 15,120円受講料 （消費税８％込）

■旅行会社に入って間もない方、地理が苦手な方のた
めの海外観光地理の入門コースです。
■最低限覚えるべき世界の国４０、都市・地域・島１
４０、観光ポイント４００の必修知識を、旅程表に
沿いながら短期間で習得します。
■テキストは「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」編に
分かれており、国ごとに、地勢・代表的なツアー旅
程表・観光地がまとまっているので、章立てて学習
することができます。
■必修知識をコンパクトにまとめましたので覚えるの
に便利です。

講座のねらい・特色 ・テキスト………………………１冊
・世界地図帳……………………１冊
・白地図…………………………１冊
・リポート問題…………………３回

教　材

テキスト内容
No.

1

2

3

　　　主な項目
世界地図を広げて
ウォーミング・アップ
これだけは覚えよう①

これだけは覚えよう②

これだけは覚えよう③

　　　　　　　　　　　　　　主な内容

●アジア２２カ国、３１都市・地域・島・９２観光ポイント

●ヨーロッパ１７カ国、５１都市・地域・島・１６４観光ポイント

●アメリカ５カ国、３１都市・地域・島・７８観光ポイント

●オセアニア・太平洋４カ国、１９都市・地域・島、４７観光ポイント

●インド・アフリカ・中近東４カ国、９都市・地域・島・１９観光ポイント

（教材については一部変更もございます。）

旅の通信教育 旅の通信教育
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国内観光地理国内観光地理
３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

国内旅行地理検定試験２級受験対策講座

受講期間 20,570円受講料 （消費税８％込）

旅行者がよく訪れる日本国内の観光地、観光個所約
1,200か所について
①まずどう読むか、何で有名か
②どこにあるのか、最寄りのJR駅／空港は
③周辺の観光個所とその特徴などを、従来の記述式テ
ストではなく、様々な問題を解くことによって体系
的に覚えていきます。

講座のねらい・特色

・テキスト………………………１冊
・白地図…………………………１冊
・補助教材
「国内観光資源」………………１冊
・日本地図帳……………………１冊
・リポート問題…………………３回

教　材

テキスト内容
No.

1

2

3

　　　　 地域

北海道・東北・関東

中部・関西

中国・四国・九州

　　　　　　　　　　　　　主な内容

（教材については一部変更もございます。）

本コースの修了者は「国内旅行地理検定試験」を
１回無料で受験できます。

日本国内を７エリア、２７ブロックに分類して、観光地理に関する理解を効
率よく高めます。
●自然景観、神社、仏閣、史跡などについて
　全国の山岳、河川、海岸、湖沼、高原、渓谷など約４００か所について、
その名称、所在地、特徴、周辺の観光個所、最寄駅・空港などを覚えます。
●温泉などについて
　北海道から九州までの温泉観光地約３００か所について、その名称、所在地、
特徴、周辺の観光個所、最寄駅・空港などに関する知識を身につけます。
●観光都市・その他
　全国の主要都市約２００か所の名称のほか、国立公園、国定公園、日本に
ある世界遺産、祭り、郷土料理、名産品、歴史的町並みなどの名称・特徴
などを習得します。

海外観光地理海外観光地理
３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

海外旅行地理検定試験２級受験対策講座

受講期間 20,570円受講料 （消費税８％込）

パッケージツアーの目的地となっている世界約１１０
カ国・地域について
①全体の地勢（大陸・海洋・半島・山脈・山・河川・島・
高原など）
②英文での表記・首都・公用語・通貨
③主な都市や観光地の位置と特徴
④各都市ならびに周辺の主要な観光個所などを、様々
な問題を解きながら体系的に覚えていきます。

講座のねらい・特色

・テキスト………………………１冊
・白地図…………………………１冊
・補助教材
「海外観光資源」………………１冊
・世界地図帳……………………１冊
・リポート問題…………………３回

教　材

テキスト内容
No.

1

2

3

　　　　 地域

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

　　　　　　　　　　　　　主な内容

（教材については一部変更もございます。）

本コースの修了者は「海外旅行地理検定試験」を
１回無料で受験できます。

世界を５つの地域に分類して、効率よく海外観光地理に関する理解を深めま
す。
●各地域の地勢（大陸・海洋・山脈・河川・島・高原など）をはじめ、各国
の首都・公用語・通貨・主な都市と観光地の把握ならびに周辺の主要な観
光個所の位置と特徴を学習します。
●各国・各都市の広場・公園・寺院・教会・美術館・博物館などを横断的に
学びます。
●各国・各都市の著名ホテル、名物料理・飲み物・陶磁器・絵画・彫刻とそ
の展示個所などを学びます。さらに、世界の祭りやイベントを横断的に学
習します。

旅行地理（地理検定受験対策）コース

国内旅行地理ベーシック３００＋α国内旅行地理ベーシック３００＋α
３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

国内旅行地理検定試験３・４級受験対策講座

受講期間 15,120円受講料 （消費税８％込）

■旅行会社に入って間もない方、地理が苦手な方のた
めの国内観光地理の入門コースです。
■最低限覚えるべき必須３００の観光地・温泉地の知
識を土台に、時刻表の索引地図を利用して、「日本
一周・紙上の旅に出かけ、点で覚えた観光地・温泉
地の位置やコース（行程）を身に付けていただきます。
■テキストは三部構成になっており、パート１は、旅
行会社社員なら誰もが知っておくべき全国区の温
泉・山・高原・海岸・岬、テーマパークなど３００
について、見開きの地図で場所を確認しながら、ど
んなところか概要をつかんでいただきます。
■パート２は、札幌を起点に鹿児島に至るメジャー観
光ポイントを巡る日本一周の旅に出かけ、パート１
で学んだ知識を確実なものにしていきます。
■パート３は、プラスαへのスタート。必須３００以
上の約４００の主要観光地・温泉を地域単位、ある
いは県単位に紹介しています。

講座のねらい・特色 ・テキスト………………………１冊
・日本地図帳……………………１冊
・白地図…………………………１冊
・リポート問題…………………３回

教　材

テキスト内容
No.

1

2

3

　　　主な項目

パート１
これだけは覚えよう①

パート２
これだけは覚えよう②

パート３
これだけは覚えよう③

　　　　　　　　　　　　　　主な内容

●全国メジャー観光地３００

●温泉、自然観光、寺社、観光スポット等

●全国メジャー観光地を訪ねる日本一周の旅

●地域別・県別観光資源

（教材については一部変更もございます。）

海外旅行地理ベーシック４００海外旅行地理ベーシック４００
３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

海外旅行地理検定試験３・４級受験対策講座

受講期間 15,120円受講料 （消費税８％込）

■旅行会社に入って間もない方、地理が苦手な方のた
めの海外観光地理の入門コースです。
■最低限覚えるべき世界の国４０、都市・地域・島１
４０、観光ポイント４００の必修知識を、旅程表に
沿いながら短期間で習得します。
■テキストは「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」編に
分かれており、国ごとに、地勢・代表的なツアー旅
程表・観光地がまとまっているので、章立てて学習
することができます。
■必修知識をコンパクトにまとめましたので覚えるの
に便利です。

講座のねらい・特色 ・テキスト………………………１冊
・世界地図帳……………………１冊
・白地図…………………………１冊
・リポート問題…………………３回

教　材

テキスト内容
No.

1

2

3

　　　主な項目
世界地図を広げて
ウォーミング・アップ
これだけは覚えよう①

これだけは覚えよう②

これだけは覚えよう③

　　　　　　　　　　　　　　主な内容

●アジア２２カ国、３１都市・地域・島・９２観光ポイント

●ヨーロッパ１７カ国、５１都市・地域・島・１６４観光ポイント

●アメリカ５カ国、３１都市・地域・島・７８観光ポイント

●オセアニア・太平洋４カ国、１９都市・地域・島、４７観光ポイント

●インド・アフリカ・中近東４カ国、９都市・地域・島・１９観光ポイント

（教材については一部変更もございます。）

旅の通信教育 旅の通信教育
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楽しくまなぶ旅行英語楽しくまなぶ旅行英語
３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

インターネット・アクセス術も学べる

受講期間 20,570円受講料 （消費税８％込）

■旅行のプロ・アマを問わず、海外旅行を２倍楽しみ
たい方の旅行英語の基礎を学ぶコース
■１日３０分程度の学習で、『自分の意志を英語で的
確に表現して、英米人とコミュニケーションをはか
れる』力をつけることができます。
■テキストの「９日間イギリス旅行」で経験するさま
ざまな会話を、５２の situationで学習します。
■インターネットから集めたこの旅行に必要な情報を
テキストで学習します。

講座のねらい・特色

・テキスト………………………１冊
・CD ……………………………１枚
・問題CD ………………………１枚
・リポート問題…………………３回

教　材

（教材については一部変更もございます。）

ツアーコンダクターの英語ツアーコンダクターの英語
３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

旅程にそって学び、楽しみながら身につく

受講期間 19,540円受講料 （消費税８％込）

■日本の出国から帰国までに、添乗員や個人旅行者が
必要とする英語での表現を、聞き取り練習も含めて
身につけます。アメリカ西海岸への添乗というス
トーリー方式の教材で、添乗員や個人旅行者が出会
うさまざまな場面での言い回しを学びます。
■旅行のプロ・アマ問わず、海外旅行を２倍楽しみた
いという方の英語力を、３か月の学習期間で自分の
ものにしようとする通信教育です。
■１日３０分程度の学習で、「自分の意志を英語で表
現して、旅をスムーズに楽しくすすめる」力を身に
つけることをねらいます。

講座のねらい・特色

・テキスト………………………１冊
・ワークブック…………………１冊
・CD ……………………………２枚
・問題CD ………………………１枚
・リポート問題…………………３回

教　材

（教材については一部変更もございます。）

旅行英語コース

テキスト内容
No.

1

2

3

4

5

　　 カリキュラム

航空機での旅行　入国手続

ホテルにて　市内見物

ロンドンの一日　自動車旅行

列車での旅行　友人との再会

ロンドン最後の日　帰国の旅

　　　　　　　　　　　　主な内容
①機内アナウンスの理解、機内での会話

②到着空港で必要な会話

①ホテル滞在に必要な会話

②ロンドンのホテル事情とホテル関係の用語

③市内見物に必要な会話

①ツアーやホテルの手配　②ロンドンの地下鉄

③レンタカーでの旅行

①列車での旅行の会話　②ロンドンのパブ

③食事・飲み物に関する会話

①病気への対応、買い物の会話　②ホテルのチェックアウト

③搭乗手続きなど

テキスト内容
No.

1

2

3

　　 カリキュラム

空港到着からホテルまで
ホテルチェックイン

ホテルでの滞在
観光／視察
自由行動の案内

レストランで
事故処理の基本
現地での移動
帰国の際

　　　　　　　　　　　　主な内容
①機内アナウンスの理解　②機内の様々な注文
③入国手続き　④ポーター手配
⑤スケジュールの打ち合わせ　⑥チェックイン
⑦ホテルの食事　⑧モーニングコールの依頼など
①食事の注文　②国際電話
③タクシー、ルームサービス、洗濯物の依頼　④観光
⑤業務訪問　⑥自由行動の情報収集　⑦自由行動の予約業務
⑧自由行動の案内など

①レストランの予約　②レストランでのオーダー
③メニューの見方　④病気・盗難・荷物やTCの紛失
⑤現地での乗物による移動　⑥ホテルでのチェックアウトなど

旅行地理（地理検定受験対策）コース

読み・解き・創る日本の旅 ジパング紀行読み・解き・創る日本の旅 ジパング紀行
３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

国内旅行地理検定試験２級受験対策講座

受講期間 20,570円受講料 （消費税８％込）

あたかも自分が旅している気分で、旅行者に人気のあ
る各地の地勢、自然景観、都市の概要、観光ポイント
を紙上で巡りながら、楽しみながら地理知識を身につ
けます。
①問題を解きながら読み進めると、自然に知識が身に
つきます。
②時刻表を使って解く問題もあり、ご自分の旅行に生
かせる旅程作りを学習します。

講座のねらい・特色

・テキスト………………………１冊
・白地図…………………………１冊
・日本地図帳……………………１冊
・JTB時刻表 …………………１冊
・リポート問題…………………３回

教　材

テキスト内容
No.

1

2

3

　　　　 地域
時刻表の使い方
北海道
東北

関東、中部、関西

中国、四国、九州
沖縄、テーマ問題
（国立公園など）

　　　　　　　　　　　　　　主な内容
①時刻表の使い方と演習

②北海道・東北の温泉・自然景観・美術館・博物館・史跡・郷土料理・

　天然記念物・名産品・祭りなど

①関東・中部・関西の温泉・自然景観・美術館・博物館・史跡・郷土料理・

　天然記念物・名産品・祭りなど

①中国・四国・九州・沖縄の温泉・自然景観・美術館・博物館・史跡・

　郷土料理・天然記念物・名産品・祭りなど

②国立公園・国定公園・天然記念物などを横断的に覚える

（教材については一部変更もございます。）

読み・解き・創る海外の旅 世界浪漫紀行読み・解き・創る海外の旅 世界浪漫紀行
３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

海外旅行地理検定試験２級受験対策講座

受講期間 22,620円受講料 （消費税８％込）

あたかも自分が旅している気分で、旅行者に人気のあ
る世界各国の観光ルートを旅程にしたがって訪ね、各
地の自然景観、都市の概要、観光ポイント、各民族の
芸能、名産・料理・交通事情などを立体的に学習します。
①問題を解きながら読み進めると、自然に知識が身に
つきます。
②各地域の地理、観光資源、交通事情を立体的に覚え、
ご自分の旅行に生かせる旅程づくりを学習します。

講座のねらい・特色

・テキスト………………………１冊
・白地図…………………………１冊
・世界地図帳……………………１冊
・リポート問題…………………３回

教　材

本コースの修了者は「国内旅行地理検定試験」を
１回無料で受験できます。

本コースの修了者は「海外旅行地理検定試験」を
１回無料で受験できます。

テキスト内容
No.

1

2

3

　　　　 地域

アジア

ヨーロッパ

アメリカ
オセアニア
中東・アフリカ

　　　　　　　　　　　　　　主な内容

（教材については一部変更もございます。）

各地域の観光ルートと自然景観、都市の概要、観光ポイント、交通事情、各
民族の文化・名産・料理
●パキスタン、インド、ネパール、スリランカ、タイ、マレーシア、シンガポール、
ベトナム、ラオス、カンボジア、インドネシア、フィリピン、香港、マカオ、
台湾、韓国、中国
●北欧、イギリス、アイルランド、ベネルクス３国、ドイツ、スイス、オー
ストリア、フランス、スペイン、ポルトガル、イタリア、ギリシャ、チェコ、
ウクライナ
●アメリカ（アラスカ、ハワイ）、カナダ、メキシコ、カリブ海、中米、南米、オー
ストラリア、ニュージーランド、ミクロネシア、ポリネシア、トルコ、中近東、
アフリカ

旅の通信教育 旅の通信教育
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