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面談からセールスに移行する際の注意点

正解（1）	 正解率　88.9％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 1，P12「③セールス」参照。

ｂ．適切である。テキスト№ 1，P12「③セールス」参照。

ｃ．「この商品を売らなければ」というセールスありきの意識ではなく，「お客様の不安，不

満を解消するためのアドバイスをしよう」という心がけ，つまりは「お客様に提案する」

という意識が大切である。よって適切でない。テキスト№ 1，P12「③セールス」参照。

以上のことより，適切でないものは c. であり，（1）が本問の正解である。

（ 1） 農林中金アカデミー

連動する通信教育講座の内容や各種規定（統一版等）に基づき解答してください。

［問１］　セールスの考え方について述べた次の文章のうち，適切でないものがいく
つあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．初対面の段階からいきなりセールスモードに入ると，お客様に不信感・不快感
を与えてしまうため，情報収集というクッションを入れ，お客様のニーズに合
わせたお客様本位の的確なセールスにつなげる。

ｂ．お客様との距離を縮めることに成功しても，前触れなく突然セールスモードに
切り替わってしまうと，お客様は「結局，セールスが目的だったのか」と心を
閉ざしてしまう可能性が高い。

ｃ．「お客様の不安，不満を解消するためのアドバイスをしよう」という意識よりも，
「この商品を売らなければ」という心がけ，つまりは「お客様に販売する」と
いう意識が大切である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問２］　セールスを行う際に誤解しがちなポイントについて述べた次の文章のうち，
適切なものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　貯金でお金をコツコツ貯めているお客様の場合，投資信託に関心を示さなく
とも，貯金目的が住宅購入であれば住宅ローンの案内ができるため，あらゆる
商品について潜在ニーズがないかを考える必要がある。

（２）　ＪＡ・ＪＦで保有する資産について正しく情報を把握すれば，基本的に，他
の金融機関に保有する資産の情報がなくとも，お客様の現状に即した効果的な
商品提案が可能である。

（３）　お客様との会話において，両親や子供・孫の話が出てきた時に話題を掘り下
げると，目の前のお客様への提案が疎かになりがちである。
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セールスの際に誤解しがちなポイント

正解（1）	 正解率　87.6％	

解　説

（1）適切である。テキスト№ 1，P16「①特定商品のニーズ発掘だけに目が向いている」参照。

（2）JA・JF で保有する資産だけでなく，他の金融機関に保有する資産についても情報があ

れば，お客様の現状に即したより効果的な商品提案が可能になるため，雑談の中に質問

を盛り込み確認することが大切である。よって適切でない。テキスト№ 1，P17 ～ 18「②

JA・JF で保有する資産だけに目が向いている」参照。

（3）お客様との会話において，両親や子供・孫の話が出てきた時に話題を掘り下げると，例

えば，息子さんが結婚されることが分かれば，新居購入のための住宅ローンを提案できる

というように，提案の可能性が広がる。よって適切でない。テキスト№ 1，P18 ～ 19「③

目の前のお客様だけに目が向いている」参照。

以上のことより，適切なものは（1）であり，（1）が本問の正解である。

（ 1） 農林中金アカデミー

連動する通信教育講座の内容や各種規定（統一版等）に基づき解答してください。

［問１］　セールスの考え方について述べた次の文章のうち，適切でないものがいく
つあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．初対面の段階からいきなりセールスモードに入ると，お客様に不信感・不快感
を与えてしまうため，情報収集というクッションを入れ，お客様のニーズに合
わせたお客様本位の的確なセールスにつなげる。

ｂ．お客様との距離を縮めることに成功しても，前触れなく突然セールスモードに
切り替わってしまうと，お客様は「結局，セールスが目的だったのか」と心を
閉ざしてしまう可能性が高い。

ｃ．「お客様の不安，不満を解消するためのアドバイスをしよう」という意識よりも，
「この商品を売らなければ」という心がけ，つまりは「お客様に販売する」と
いう意識が大切である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問２］　セールスを行う際に誤解しがちなポイントについて述べた次の文章のうち，
適切なものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　貯金でお金をコツコツ貯めているお客様の場合，投資信託に関心を示さなく
とも，貯金目的が住宅購入であれば住宅ローンの案内ができるため，あらゆる
商品について潜在ニーズがないかを考える必要がある。

（２）　ＪＡ・ＪＦで保有する資産について正しく情報を把握すれば，基本的に，他
の金融機関に保有する資産の情報がなくとも，お客様の現状に即した効果的な
商品提案が可能である。

（３）　お客様との会話において，両親や子供・孫の話が出てきた時に話題を掘り下
げると，目の前のお客様への提案が疎かになりがちである。
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セールスの各段階における注意点

正解（3）	 正解率　59.1％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 1，P20 ～ 21「3 フローチャートで学ぶセールスの流れ」参照。

ｂ．適切である。テキスト№ 1，P20 ～ 21「3 フローチャートで学ぶセールスの流れ」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 1，P20 ～ 21「3 フローチャートで学ぶセールスの流れ」参照。

以上のことより，全て適切であり，（3）が本問の正解である。

（ 2）農林中金アカデミー

［問３］　一般的なセールスの段階とその説明について，適切なものがいくつあるか，
（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．営業店を出発したあと訪問先へ移動する際には，あらゆる場所を観察し，築年
数の浅い住宅に住むお客様への住宅ローンの借換え提案を検討したり，訪問先
近くの掲示板から情報収集しお客様との雑談に役立てたりして，移動時間を有
効活用することが大事である。

ｂ．アプローチにおいては，ここまでの過程でお客様に何らかのニーズがありそう
だと判断した場合には商品の提案を行い，さらにお客様が関心を示した場合に
は，具体的な商品の説明に移る。

ｃ．契約後は，預かり資産を購入したお客様にはアフターフォロー，ローン商品を
購入したお客様には債権管理を行うのがよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問４］　見込先の選定について述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）～
（３）の中から選びなさい。

（１）　ＪＡ・ＪＦと取引のあるお客様はもちろん，これまでは取引がなかったもの
の，これからお客様になるかもしれない人（取引の可能性がある人）の中から見
込先を選定する。

（２）　見込先を選定する時によく聞く方法として，前の担当者からの引継書を見返
して見込先をチェックする方法が挙げられるが，この方法では特定のお客様し
か選定できず，見込客を増やすことができない可能性がある。

（３）　長期的に成果をあげるポイントは，訪問先を多くして，より多くの見込先を
訪問することよりも，絞り込んだ見込先を順番に訪問することである。
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見 込 先 の 選 定 方 法

正解（3）	 正解率　75.1％	

解　説

（1）適切である。テキスト№ 1，P25「広い視野で見込先を選んだうえで訪問先を決める」参照。

（2）適切である。テキスト№ 1，P25「広い視野で見込先を選んだうえで訪問先を決める」参照。

（3）見込先を選定する際には広い視野で考え，訪問件数を多くしてより多くの見込先を訪問

することが，長期的に成果を上げるポイントである。よって適切でない。テキスト№ 1，

P25「広い視野で見込先を選んだうえで訪問先を決める」参照。

以上のことより，適切でないものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 2）農林中金アカデミー

［問３］　一般的なセールスの段階とその説明について，適切なものがいくつあるか，
（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．営業店を出発したあと訪問先へ移動する際には，あらゆる場所を観察し，築年
数の浅い住宅に住むお客様への住宅ローンの借換え提案を検討したり，訪問先
近くの掲示板から情報収集しお客様との雑談に役立てたりして，移動時間を有
効活用することが大事である。

ｂ．アプローチにおいては，ここまでの過程でお客様に何らかのニーズがありそう
だと判断した場合には商品の提案を行い，さらにお客様が関心を示した場合に
は，具体的な商品の説明に移る。

ｃ．契約後は，預かり資産を購入したお客様にはアフターフォロー，ローン商品を
購入したお客様には債権管理を行うのがよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問４］　見込先の選定について述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）～
（３）の中から選びなさい。

（１）　ＪＡ・ＪＦと取引のあるお客様はもちろん，これまでは取引がなかったもの
の，これからお客様になるかもしれない人（取引の可能性がある人）の中から見
込先を選定する。

（２）　見込先を選定する時によく聞く方法として，前の担当者からの引継書を見返
して見込先をチェックする方法が挙げられるが，この方法では特定のお客様し
か選定できず，見込客を増やすことができない可能性がある。

（３）　長期的に成果をあげるポイントは，訪問先を多くして，より多くの見込先を
訪問することよりも，絞り込んだ見込先を順番に訪問することである。
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営業店内にあるお客様情報の活用

正解（1）	 正解率　93.8％	

解　説

ａ．貯金や預かり資産の残高が多いお客様は，他の金融機関でもたくさんの取引をしている

可能性がある。そのため，質の高い情報の提供により高い満足度を与えられれば，取引拡

大のチャンスは大きい。よって適切でない。テキスト№ 1，P29 ～ 30「貯金残高の多いお

客様は取引拡大のチャンスが大きい」参照。

ｂ．適切である。テキスト№ 1，P31「口座の動きをきっかけに情報を得ることが可能」参照。

ｃ．情報端末から抽出する情報以外にも，その日に来店したお客様の情報が書かれている窓

口日誌や，ロビーにいるお客様案内係とのコミュニケーションから生きた情報が入手でき，

これらの情報も無駄にせず営業に生かすことが重要である。よって適切でない。テキスト

№ 1，P33「窓口日誌やお客様案内係からも情報を収集しよう」参照。

以上のことより，適切なものは b. であり，（1）が本問の正解である。

（ 3） 農林中金アカデミー

［問５］　営業店にあるお客様の情報の活用について述べた次の文章のうち，適切な
ものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．貯金や預かり資産の残高が多いお客様は，他の金融機関との取引は少ないと推
測され，ＪＡ・ＪＦとの取引についても，いま以上に拡大するチャンスは小さ
いと考えられる。

ｂ．入金口座に家賃収入と思われる入金があれば，ローンの借換えニーズや相続対
策に関する悩みやニーズ，不動産の購入や売却情報が出てくる可能性があるた
め，お客様との会話から積極的に情報を収集するとよい。

ｃ．その日に来店したお客様の情報が書かれている窓口日誌や，ロビーにいるお客
様案内係とのコミュニケーションから得られる情報よりも，情報端末から抽出
する情報を積極的に活用する。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問６］　外部の情報を利用した訪問先の選定方法について述べた次の文章のうち，
適切でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．一般的には，紹介していただいたお客様は，飛び込みで訪問したお客様と比較
して成約率が格段に高いが，紹介をきっかけにして取引を開始したお客様から，
別のお客様を紹介してもらえることは少ない。

ｂ．幼稚園や保育園で学費の振込先に指定してもらえると，子供を通わせている親
が口座を作成しに自店に来る可能性が高まるため，幼稚園や保育園との取引は
大切にして，深耕を図るとよい。

ｃ．有料老人ホームを訪問し，なかなか外に出ることのできないお年寄りの代わり
に，現金の入出金や税金の支払いを代行すれば，ＪＡ・ＪＦの印象を良くでき
る。ただし，入居しているお年寄りは貯蓄が少ないため，新規のお客様になる
確率は低い。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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外部の情報を利用した訪問先の選定方法

正解（2）	 正解率　87.1％	

解　説

ａ．一般的には，紹介していただいたお客様は，飛び込みで訪問したお客様と比較して成約

率が格段に高く，さらに紹介をきっかけにして取引を開始したお客様から，別のお客様を

紹介してもらえることも多い。よって適切でない。テキスト№ 1，P34 ～ 35「お客様のニー

ズに応えると別のお客様を紹介してもらえることも」参照。

ｂ．適切である。テキスト№ 1，P35 ～ 36「幼稚園や保育園に通う子供たちの親に着目」参照。

ｃ．有料老人ホームは比較的富裕層が入居しているため，有料老人ホームを訪問し，なかな

か外に出ることのできないお年寄りの代わりに現金の入出金や税金の支払いを代行すれば

喜ばれ，新規のお客様になる確率が高くなる。よって適切でない。テキスト№ 1，P36「大

きな土地を保有している人の場合は地主の可能性が高い」参照。

以上のことより，適切でないものは a. と c. であり，（2）が本問の正解である。

（ 3） 農林中金アカデミー

［問５］　営業店にあるお客様の情報の活用について述べた次の文章のうち，適切な
ものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．貯金や預かり資産の残高が多いお客様は，他の金融機関との取引は少ないと推
測され，ＪＡ・ＪＦとの取引についても，いま以上に拡大するチャンスは小さ
いと考えられる。

ｂ．入金口座に家賃収入と思われる入金があれば，ローンの借換えニーズや相続対
策に関する悩みやニーズ，不動産の購入や売却情報が出てくる可能性があるた
め，お客様との会話から積極的に情報を収集するとよい。

ｃ．その日に来店したお客様の情報が書かれている窓口日誌や，ロビーにいるお客
様案内係とのコミュニケーションから得られる情報よりも，情報端末から抽出
する情報を積極的に活用する。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問６］　外部の情報を利用した訪問先の選定方法について述べた次の文章のうち，
適切でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．一般的には，紹介していただいたお客様は，飛び込みで訪問したお客様と比較
して成約率が格段に高いが，紹介をきっかけにして取引を開始したお客様から，
別のお客様を紹介してもらえることは少ない。

ｂ．幼稚園や保育園で学費の振込先に指定してもらえると，子供を通わせている親
が口座を作成しに自店に来る可能性が高まるため，幼稚園や保育園との取引は
大切にして，深耕を図るとよい。

ｃ．有料老人ホームを訪問し，なかなか外に出ることのできないお年寄りの代わり
に，現金の入出金や税金の支払いを代行すれば，ＪＡ・ＪＦの印象を良くでき
る。ただし，入居しているお年寄りは貯蓄が少ないため，新規のお客様になる
確率は低い。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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電話でアポイントを取る際の留意点

正解（3）	 正解率　84.4％	

解　説

ａ．基本的な考え方は「お客様が迷惑に感じない，一般常識の範囲で考える」ということで

あり，深夜や早朝にアポイントを取ることは，お客様からの要望がない限り迷惑行為とな

り問題である。よって適切でない。テキスト№ 1，P40 ～ 41「在宅している可能性が高い

時間に電話をかけたほうが効率的」参照。

ｂ．電話でのアポイントの目的は，お客様に対して商品やキャンペーンについて具体的に説

明をすること，いわゆる「電話セールス」ではなく，訪問させてもらう日時を決めること

である。よって適切でない。テキスト№ 1，P41 ～ 42「アポイントでは電話をかけるタイ

ミングや話の内容が重要」参照。

ｃ．いろいろなお客様と何度も接触を繰り返すことが，お客様への応対力を上達させるコツ

である。よって適切でない。テキスト№ 1，P45「お客様との接触を繰り返して応対力を

上げよう」参照。

以上のことより，全て適切でなく，（3）が本問の正解である。

（ 4）農林中金アカデミー

［問７］　電話でアポイントを取る際の留意点について述べた次の文章のうち，適切
でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．「お客様が迷惑に感じない，一般常識の範囲で考える」ということが，お客様
への電話の基本的な考え方だが，円滑な勧誘のためには，お客様からの要望が
なくとも，深夜や早朝にアポイントを取る必要もある。

ｂ．電話でのアポイントの目的は，訪問させてもらう日時を決めることだけではな
く，お客様に対して商品やキャンペーンについて具体的に説明をすること，い
わゆる「電話セールス」である。

ｃ．いろいろなお客様と何度も接触を繰り返すことは，お客様への応対力を上達さ
せることに結びつかない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問８］　定年退職したお客様に，アポイントを取る際のポイントについて述べた次
の文章のうち，適切でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選
びなさい。

ａ．仕事から完全に引退されるお客様の場合，引退後は時間が十分にあるため，電
話をかけてもよい時間帯は常識の範囲内でかなり広くなる。

ｂ．継続雇用や再就職で仕事を続けるお客様の場合，セカンドライフの生活資金の
根幹である公的年金を切り口にすると，お客様の関心が低いため，話を聞いて
もらいにくくなる。

ｃ．普段の生活スタイルがアクティブで外出していることが多いお客様は，運用提
案に対しても積極的に動くことが多い傾向があるが，老後の収入の柱である公
的年金に関することを話題にしたほうが，反応は良いと考えられる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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定年退職したお客様にアプローチする際のポイント

正解（2）	 正解率　53.3％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 1，P56「④定年退職したお客様」参照。

ｂ．継続雇用や再就職で仕事を続けるお客様には，電話をかける時間帯に留意し，セカンド

ライフの生活資金の根幹である公的年金を切り口にすると，お客様の関心も高いため，話

を聞いてもらいやすくなる。よって適切でない。テキスト№ 1，P56「④定年退職したお

客様」参照。

ｃ．普段の生活スタイルがアクティブで，外出していることが多いお客様は，運用提案に対

しても積極的に動くことが多い傾向があるため，公的年金よりも資産運用に関することを

切り口にしたほうが，反応が良いと考えられる。よって適切でない。テキスト№ 1，P56「④

定年退職したお客様」参照。

以上のことより，適切でないものは b. と c. であり，（2）が本問の正解である。

（ 4）農林中金アカデミー

［問７］　電話でアポイントを取る際の留意点について述べた次の文章のうち，適切
でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．「お客様が迷惑に感じない，一般常識の範囲で考える」ということが，お客様
への電話の基本的な考え方だが，円滑な勧誘のためには，お客様からの要望が
なくとも，深夜や早朝にアポイントを取る必要もある。

ｂ．電話でのアポイントの目的は，訪問させてもらう日時を決めることだけではな
く，お客様に対して商品やキャンペーンについて具体的に説明をすること，い
わゆる「電話セールス」である。

ｃ．いろいろなお客様と何度も接触を繰り返すことは，お客様への応対力を上達さ
せることに結びつかない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問８］　定年退職したお客様に，アポイントを取る際のポイントについて述べた次
の文章のうち，適切でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選
びなさい。

ａ．仕事から完全に引退されるお客様の場合，引退後は時間が十分にあるため，電
話をかけてもよい時間帯は常識の範囲内でかなり広くなる。

ｂ．継続雇用や再就職で仕事を続けるお客様の場合，セカンドライフの生活資金の
根幹である公的年金を切り口にすると，お客様の関心が低いため，話を聞いて
もらいにくくなる。

ｃ．普段の生活スタイルがアクティブで外出していることが多いお客様は，運用提
案に対しても積極的に動くことが多い傾向があるが，老後の収入の柱である公
的年金に関することを話題にしたほうが，反応は良いと考えられる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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訪問計画を立てることの重要性

正解（1）	 正解率　78.7％	

解　説

ａ．時間を有効に使うには，いかに綿密な訪問計画を立てるかがカギであり，その日の朝，

営業店を出発してから「さて，どこへ行こうか」と考えているようでは，効率的な活動を

することはできない。よって適切でない。テキスト№ 1，P68「①訪問計画を立てること

の重要性を理解しよう」参照。

ｂ．スケジュール帳には，集金活動やすでに組み込んであるルーチンの作業も記入して一元

管理ができるようにしておくと，より効率的に訪問計画を立てることができる。よって適

切でない。テキスト№ 1，P71「2 種類の訪問計画表を作成して効率的に行動しよう」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 1，P72「2 種類の訪問計画表を作成して効率的に行動しよう」

参照。

以上のことより，適切なものは c. であり，（1）が本問の正解である。

（ 5） 農林中金アカデミー

［問９］　訪問計画を立てることの重要性について述べた次の文章のうち，適切なも
のがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．時間を有効に使うには，活動全体を把握するための大まかな訪問計画を立てる
ことがカギであり，営業店を出発する際に訪問先を決定するような状態であれ
ば，効率的な活動をすることが可能である。

ｂ．スケジュール帳には，集金活動やすでに組み込んであるルーチンの作業は記入
せず，訪問に関する内容に絞って整理し記載しておくと，より効率的に訪問計
画を立てることができる。

ｃ．スケジュール管理の徹底や工夫から少しでも多くの空き時間を捻出し，自ら考
えて仕事をする環境を整えることで，日常業務に押し流されるのを防ぐだけで
なく，仕事の満足度を高めることができる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 10］　訪問計画表を活用したスケジュールの立て方について述べた次の文章の
うち，適切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．１週間ごとの訪問計画表の作成では，初めに月曜日に翌週の予定（すでに入っ
ているアポイント，ルーチンで行わなければならない訪問，研修や休暇）をス
ケジュール帳に記入し，抜けているものがないかを確認する。

ｂ．すでに入っているスケジュールを考えたときに，空いている時間はどの地区に
いて，次にどの地区に行かなければならないかを考えながら，アポイントを入
れる作業をすることがポイントである。

ｃ．スケジュールの確認の際に移動における無駄を発見した場合は，アポイントを
入れ替えることによって少しでも効率化が図られるのであれば，前日の早い時
間に電話で事情を話し，時間を変更してもらうことを検討する。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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訪問計画表を活用したスケジュールの立て方

正解（3）	 正解率　45.8％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 1，P73「移動時間を短くすることを念頭に置いて訪問先を決

定する」参照。

ｂ．適切である。テキスト№ 1，P74「移動時間を短くすることを念頭に置いて訪問先を決

定する」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 1，P75「移動時間を短くすることを念頭に置いて訪問先を決

定する」参照。

以上のことより，すべて適切であり，（3）が本問の正解である。

（ 5） 農林中金アカデミー

［問９］　訪問計画を立てることの重要性について述べた次の文章のうち，適切なも
のがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．時間を有効に使うには，活動全体を把握するための大まかな訪問計画を立てる
ことがカギであり，営業店を出発する際に訪問先を決定するような状態であれ
ば，効率的な活動をすることが可能である。

ｂ．スケジュール帳には，集金活動やすでに組み込んであるルーチンの作業は記入
せず，訪問に関する内容に絞って整理し記載しておくと，より効率的に訪問計
画を立てることができる。

ｃ．スケジュール管理の徹底や工夫から少しでも多くの空き時間を捻出し，自ら考
えて仕事をする環境を整えることで，日常業務に押し流されるのを防ぐだけで
なく，仕事の満足度を高めることができる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 10］　訪問計画表を活用したスケジュールの立て方について述べた次の文章の
うち，適切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．１週間ごとの訪問計画表の作成では，初めに月曜日に翌週の予定（すでに入っ
ているアポイント，ルーチンで行わなければならない訪問，研修や休暇）をス
ケジュール帳に記入し，抜けているものがないかを確認する。

ｂ．すでに入っているスケジュールを考えたときに，空いている時間はどの地区に
いて，次にどの地区に行かなければならないかを考えながら，アポイントを入
れる作業をすることがポイントである。

ｃ．スケジュールの確認の際に移動における無駄を発見した場合は，アポイントを
入れ替えることによって少しでも効率化が図られるのであれば，前日の早い時
間に電話で事情を話し，時間を変更してもらうことを検討する。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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訪問計画表を活用した業務の効率化

正解（3）	 正解率　89.8％	

解　説

（1）1 日ごとの訪問計画表については，前日の業後の時間を利用して日課として作成する時

間を取り，まずは時間軸を決め，現在入っているアポイントや集金の予定をできるだけ詳

しく書き込む。よって適切でない。テキスト№ 1，P78「③訪問計画表を活用して業務の

効率化を図ろう」参照。

（2）前日に訪問した際にお客様から質問された内容について回答しなければならないことや，

お客様に依頼しておいた件について回答をもらって，電話で解決できることは細切れ時間

を活用しできるだけ早く解決する。よって適切でない。テキスト№ 1，P80「予定外に空

いた時間の活用方法についても記載しておこう」参照。

（3）適切である。テキスト№ 1，P81「予定外に空いた時間の活用方法についても記載して

おこう」参照。

以上のことより，適切なものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 6）農林中金アカデミー

［問 11］　訪問計画表を活用した業務の効率化について述べた次の文章のうち，適
切なものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　１日ごとの訪問計画表については，前日の業後に日課として作成する時間を
取り，まずは時間軸を決め，現在入っているアポイントや集金の予定を書き込
むが，内容の詳細については情報漏洩防止の観点から訪問計画表には記入しな
い。

（２）　前日に訪問した際にお客様から受けた質問に回答が必要な場合や，お客様に
依頼しておいた件について回答をもらい，その後電話連絡が必要な場合は，営
業店に戻ってから対応する。

（３）　時間を効率的に使うこととは，限られた時間を使って，より多くのお客様に
喜ばれ，信頼される活動をすることであり，訪問計画を立てて仕事を進めるこ
とで，仕事の質も大きく向上する。

［問 12］　渉外活動時に留意すべきビジネスマナーについて述べた次の文章のうち，
適切でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．独自の商品を開発している金融機関もあるが，同じような商品がたくさんある
ため，一般的には，どの金融機関・商品を選んでも大差がなく，商品に関する
基準さえ満たせばよいというお客様も多い。

ｂ．「当ＪＡ・ＪＦの紹介」「用件の伝え方」は，セールスの成果には直接関係ない
ものであり，営業におけるビジネスマナーに分類されるものではない。

ｃ．営業でのビジネスマナーに反すると，成約までたどり着かないだけでなく，組
織全体のイメージや業績に大きく跳ね返り，損失を生じさせる可能性がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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渉外活動時に留意すべきビジネスマナー

正解（1）	 正解率　33.8％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 1，P84「①営業でのマナーを理解しておこう」参照。

ｂ．営業でのビジネスマナーには，ビジネスマナーとは直接関係ないと思われる「当 JA・

JF の紹介」「用件の伝え方」も含まれ，これらはセールスを成就させるために欠かせない。

よって適切でない。テキスト№ 1，P85「①営業でのマナーを理解しておこう」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 1，P85「①営業でのマナーを理解しておこう」参照。

以上のことより，適切でないものは b. であり，（1）が本問の正解である。

（ 6）農林中金アカデミー

［問 11］　訪問計画表を活用した業務の効率化について述べた次の文章のうち，適
切なものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　１日ごとの訪問計画表については，前日の業後に日課として作成する時間を
取り，まずは時間軸を決め，現在入っているアポイントや集金の予定を書き込
むが，内容の詳細については情報漏洩防止の観点から訪問計画表には記入しな
い。

（２）　前日に訪問した際にお客様から受けた質問に回答が必要な場合や，お客様に
依頼しておいた件について回答をもらい，その後電話連絡が必要な場合は，営
業店に戻ってから対応する。

（３）　時間を効率的に使うこととは，限られた時間を使って，より多くのお客様に
喜ばれ，信頼される活動をすることであり，訪問計画を立てて仕事を進めるこ
とで，仕事の質も大きく向上する。

［問 12］　渉外活動時に留意すべきビジネスマナーについて述べた次の文章のうち，
適切でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．独自の商品を開発している金融機関もあるが，同じような商品がたくさんある
ため，一般的には，どの金融機関・商品を選んでも大差がなく，商品に関する
基準さえ満たせばよいというお客様も多い。

ｂ．「当ＪＡ・ＪＦの紹介」「用件の伝え方」は，セールスの成果には直接関係ない
ものであり，営業におけるビジネスマナーに分類されるものではない。

ｃ．営業でのビジネスマナーに反すると，成約までたどり着かないだけでなく，組
織全体のイメージや業績に大きく跳ね返り，損失を生じさせる可能性がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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年金セールスを行う際の注意点

正解（2）	 正解率　48.9％	

解　説

（1）適切である。テキスト№ 1，P101「①年金セールス編」参照。

（2）50 代前半のお客様で，まだ会社にお勤めの場合は『年金なんてまだ先だから，今は考え

られない』という方もいるため，年金以外の商品のニーズや“お客様がいま悩んでいること”

を引き出すことが大切である。よって適切でない。テキスト№ 1，P103「①年金セールス編」

参照。

（3）適切である。テキスト№ 1，P102「①年金セールス編」参照。

以上のことより，適切でないものは（2）であり，（2）が本問の正解である。

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 13］　年金セールスを行う際の注意点について述べた次の文章のうち，適切で
ないものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　高齢者のお客様に対応する際の注意点は，先任者からの「引継ぎ情報」を確
認する，ゆっくりはっきり丁寧な口調で話す，お客様の話をしっかり聞く，家
族構成を把握する，契約等の際には最後にもう一度内容を確認することが挙げ
られる。

（２）　50代前半のお客様で，会社にお勤めの場合は『年金なんてまだ先だから，
今は考えられない』という方もいるが，年金の制度や手続きを丁寧に説明し，
年金に関する意識を高めていただくことで，あくまで年金口座の獲得につなげ
ることが大切である。

（３）　年金口座獲得の提案に最適なタイミングは，「ねんきん定期便」が封書で届
く 59歳の誕生月のタイミングであり，年金の手続きが近づいていることをお
伝えしつつ年金口座の提案をする。

［問 14］　訪問計画表を活用した必要書類等の揃え方について述べた次の文章のうち，
適切でないものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　訪問計画表を作成する際は，柔軟な対応が求められるため，セールスの流れ
を具体的にイメージする必要はないが，訪問先への道順や所要時間・商品につ
いては細かく記入する。

（２）　訪問計画表を前日に作成しておけば，不足する書類があった場合でも，本部
に依頼したり，店内の仲間に協力を仰いだりと，リカバリーが可能である。

（３）　訪問計画表の活用により，不備やミスを削減して上席者からの信頼を増加さ
せ，豊富な資料を用いた説明で，お客様からの信用をより深いものにすること
が可能である。
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訪問計画表を活用した必要書類等の揃え方

正解（1）	 正解率　86.2％	

解　説

（1）訪問計画表を作成する際には，セールスの流れを最初から最後まで具体的にイメージし，

そのイメージの中で必要となるものを細かく訪問計画表に記入する。よって適切でない。

テキスト№ 1，P111「訪問計画表をチェックしながら準備を進めよう」参照。

（2）適切である。テキスト№ 1，P111「訪問計画表をチェックしながら準備を進めよう」参照。

（3）適切である。テキスト№ 1，P112「訪問計画表をチェックしながら準備を進めよう」参照。

以上のことより，適切でないものは（1）であり，（1）が本問の正解である。

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 13］　年金セールスを行う際の注意点について述べた次の文章のうち，適切で
ないものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　高齢者のお客様に対応する際の注意点は，先任者からの「引継ぎ情報」を確
認する，ゆっくりはっきり丁寧な口調で話す，お客様の話をしっかり聞く，家
族構成を把握する，契約等の際には最後にもう一度内容を確認することが挙げ
られる。

（２）　50代前半のお客様で，会社にお勤めの場合は『年金なんてまだ先だから，
今は考えられない』という方もいるが，年金の制度や手続きを丁寧に説明し，
年金に関する意識を高めていただくことで，あくまで年金口座の獲得につなげ
ることが大切である。

（３）　年金口座獲得の提案に最適なタイミングは，「ねんきん定期便」が封書で届
く 59歳の誕生月のタイミングであり，年金の手続きが近づいていることをお
伝えしつつ年金口座の提案をする。

［問 14］　訪問計画表を活用した必要書類等の揃え方について述べた次の文章のうち，
適切でないものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　訪問計画表を作成する際は，柔軟な対応が求められるため，セールスの流れ
を具体的にイメージする必要はないが，訪問先への道順や所要時間・商品につ
いては細かく記入する。

（２）　訪問計画表を前日に作成しておけば，不足する書類があった場合でも，本部
に依頼したり，店内の仲間に協力を仰いだりと，リカバリーが可能である。

（３）　訪問計画表の活用により，不備やミスを削減して上席者からの信頼を増加さ
せ，豊富な資料を用いた説明で，お客様からの信用をより深いものにすること
が可能である。
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移 動 中 の 情 報 収 集

正解（2）	 正解率　83.1％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 1，P114「町内の掲示板は情報の宝庫なので必ずチェックする」

参照。

ｂ．利便性を考えると，引越ししてすぐに口座を開設することが考えられるため，早めに訪

問したほうが取引開始の可能性は高くなる。よって適切でない。テキスト№ 1，P115「新

しい家やマンションができていれば新規開拓のチャンス」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 1，P116「町内でお客様に会ったら必ずあいさつをしよう」参照。

以上のことより，適切なものは a. と c. であり，（2）が本問の正解である。

（ 8）農林中金アカデミー

［問 15］　移動中の情報収集について述べた次の文章のうち，適切なものがいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．町内の掲示板には雑談の話題として利用できる情報も多いが，助成金の情報は
役所等で詳しいことを調べた後に，必要とされるお客様に提供すると大いに喜
ばれる。

ｂ．利便性を考えると，引越ししてすぐに口座を開設することは考えにくいため，
お客様の引っ越し後の忙しさを考慮し，できるだけ間を空けて訪問したほうが
取引開始の可能性は高くなる。

ｃ．商店街において長年同じ場所に店を構えている人で，自ＪＡ・ＪＦの取引がな
い場合でも，あいさつをして関係の構築に努めると，新規取引の可能性が生ま
れる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 16］　お客様情報を得るための雑談の進め方について述べた次の文章のうち，
適切でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．お客様が話をしたくなる話題探しは，お客様の玄関に到着した直後から行うと
よい。

ｂ．お客様が，こちらから振った話題に反応を示さない理由が，話題自体に興味が
ないためと考えられる場合は，話題を変えずに粘り強く話し続けてみることで，
やがてお客様の反応を引き出すことができる。

ｃ．雑談の中でうまくお客様の情報を引き出すためには，お客様に自分が好きなこ
とを一方的に話してもらうことが大切である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

−15−

渉外基礎



お客様情報を得るための雑談の進め方

正解（3）	 正解率　73.3％	

解　説

ａ．道中で話題を探してから訪問すると，いざ訪問したときに何も話題となるヒントが見つ

からない場合，焦らずに事前に見つけた話題の中から話し始めることができる。よって適

切でない。テキスト№ 2，P6 ～ 7「お客様が話をしたくなる話題の見つけ方」参照。

ｂ．お客様が，話題自体に興味がないことが理由の場合の解決策は，興味を持ってもらえる

ように，話題を変えていろいろな話を振ってみることである。よって適切でない。テキス

ト№ 2，P8「お客様情報を得るための雑談の進め方」参照。

ｃ．雑談の中でうまくお客様の情報を引き出すためには，知りたい情報を頭の中で整理して

おいて，話の流れによって自然に適切な話題を出せるようにすることが大切である。よっ

て適切でない。テキスト№ 2，P10「聞きたい情報についてお客様に自然に話してもらう」

参照。

以上のことより，すべて適切でなく，（3）が本問の正解である。

（ 8）農林中金アカデミー

［問 15］　移動中の情報収集について述べた次の文章のうち，適切なものがいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．町内の掲示板には雑談の話題として利用できる情報も多いが，助成金の情報は
役所等で詳しいことを調べた後に，必要とされるお客様に提供すると大いに喜
ばれる。

ｂ．利便性を考えると，引越ししてすぐに口座を開設することは考えにくいため，
お客様の引っ越し後の忙しさを考慮し，できるだけ間を空けて訪問したほうが
取引開始の可能性は高くなる。

ｃ．商店街において長年同じ場所に店を構えている人で，自ＪＡ・ＪＦの取引がな
い場合でも，あいさつをして関係の構築に努めると，新規取引の可能性が生ま
れる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 16］　お客様情報を得るための雑談の進め方について述べた次の文章のうち，
適切でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．お客様が話をしたくなる話題探しは，お客様の玄関に到着した直後から行うと
よい。

ｂ．お客様が，こちらから振った話題に反応を示さない理由が，話題自体に興味が
ないためと考えられる場合は，話題を変えずに粘り強く話し続けてみることで，
やがてお客様の反応を引き出すことができる。

ｃ．雑談の中でうまくお客様の情報を引き出すためには，お客様に自分が好きなこ
とを一方的に話してもらうことが大切である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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雑談のきっかけとすべき話題

正解（2）	 正解率　46.7％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 2，P14「②この話題をきっかけに雑談を進めてみよう」参照。

ｂ．適切である。テキスト№ 2，P17「①趣味の話」参照。

ｃ．自宅の土地についての話題は，固定資産税の納付書が送付される 5 月ごろであれば，自

らの不動産の価値について意識している可能性が高いため，特に話をしやすいと言える。

よって適切でない。テキスト№ 2，P24「③不動産の話」参照。

以上のことより，適切なものは a. と b. であり，（2）が本問の正解である。

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 17］　雑談のきっかけとすべき話題について述べた次の文章のうち，適切なも
のがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．会話が苦手な場合は，お客様が話したくなる話題を上手に振って，返ってきた
反応に対して，興味を持って聞いている感じを前面に出し，相槌を入れたり，
質問したりして，自ら話に入っていくという方法をとるとよい。

ｂ．お客様の趣味に対してまったく知識がない場合は，素直に知識がないことをお
客様に理解してもらい，そのうえで，自らの好奇心をお客様に伝えていくとよ
い。

ｃ．自宅の土地についての話題は，固定資産税の納付書が送付される１月ごろであ
れば，自らの不動産の価値について意識している可能性が高いため，特に話を
しやすいと言える。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 18］　身につけた知識を雑談で生かす方法について述べた次の文章のうち，適
切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．お客様に最も近いアドバイザーになるためには，金融・税務・法務・財務等に
関するひととおりの知識が必要になるが，不動産や保険の知識はお客様が興味
を持っている可能性が低いため，あまり重要ではない。

ｂ．相続をはじめとした家庭内の問題については，お客様自らが情報を集めて解決
している場合が多いため，相続関連の知識を雑談で活用できることはほとんど
ない。

ｃ．スポーツ新聞にひととおり目を通しておくだけで，メジャーなスポーツの表面
的な部分は網羅でき，お客様との話題として必要な情報を入手できる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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身につけた知識を雑談で生かす方法

正解（1）	 正解率　95.1％	

解　説

ａ．相続・不動産・保険の知識も，お客様が興味を持っていることが多く重要と言える。よっ

て適切でない。テキスト№ 2，P28 ～ 29「③身につけた知識は雑談の中でこう生かす」参照。

ｂ．相続をはじめとした家庭内の問題はだれに相談してよいか分からず，かといってお客様

自ら情報を集めて解決することもできないので，何となく不安に思ったまま何もしていな

い人が多い。したがって，このような人に対して，家族構成や資産背景に関する情報を聞

き出した後に，適切なアドバイスをすることができたら，多大な信頼を得ることができる。

よって適切でない。テキスト№ 2，P29「③身につけた知識は雑談の中でこう生かす」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 2，P30「①一般紙・スポーツ紙の内容を話題にする」参照。

以上のことより，適切なものは c. であり，（1）が本問の正解である。

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 17］　雑談のきっかけとすべき話題について述べた次の文章のうち，適切なも
のがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．会話が苦手な場合は，お客様が話したくなる話題を上手に振って，返ってきた
反応に対して，興味を持って聞いている感じを前面に出し，相槌を入れたり，
質問したりして，自ら話に入っていくという方法をとるとよい。

ｂ．お客様の趣味に対してまったく知識がない場合は，素直に知識がないことをお
客様に理解してもらい，そのうえで，自らの好奇心をお客様に伝えていくとよ
い。

ｃ．自宅の土地についての話題は，固定資産税の納付書が送付される１月ごろであ
れば，自らの不動産の価値について意識している可能性が高いため，特に話を
しやすいと言える。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 18］　身につけた知識を雑談で生かす方法について述べた次の文章のうち，適
切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．お客様に最も近いアドバイザーになるためには，金融・税務・法務・財務等に
関するひととおりの知識が必要になるが，不動産や保険の知識はお客様が興味
を持っている可能性が低いため，あまり重要ではない。

ｂ．相続をはじめとした家庭内の問題については，お客様自らが情報を集めて解決
している場合が多いため，相続関連の知識を雑談で活用できることはほとんど
ない。

ｃ．スポーツ新聞にひととおり目を通しておくだけで，メジャーなスポーツの表面
的な部分は網羅でき，お客様との話題として必要な情報を入手できる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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メモを取る際の留意点

正解（3）	 正解率　76.4％	

解　説

（1）適切である。テキスト№ 2，P36「①お客様との雑談からこの情報をメモしよう」参照。

（2）適切である。テキスト№ 2，P36 ～ 37「①お客様との雑談からこの情報をメモしよう」

参照。

（3）カレンダー式の手帳の訪問した日の箇所にメモ書きを繰り返すと，どこにだれの情報を

書いたか分からなくなってしまい，結果的に情報が蓄積できない可能性がある。そのため，

1 人のお客様についての情報は，できる限り 1 ヵ所にまとめておくとよい。よって適切で

ない。テキスト№ 2，P41「お客様の微妙な言い回しはそのまま記録しておこう」参照。

以上のことより，適切でないものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 10）農林中金アカデミー

［問 19］　メモを取る際の留意点について述べた次の文章のうち，適切でないもの
を（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　お客様の属性情報を聞き出す最大の目的は，お客様との距離を縮めることで
あり，次回訪問するときのために，孫の名前，ペットの名前，誕生日や記念日
についてメモしておく必要がある。

（２）　セールスにつながるニーズ発掘情報については，お客様が話をしている際の
相槌や質問によって，自分の聞きたい方向に話を向け，その結果知りたい情報
が出てきた場合に内容をメモに取るとよい。

（３）　メモを取る際のコツは，カレンダー式の手帳の訪問した日の箇所に，メモ書
きを繰り返すことである。

［問 20］　お客様情報のまとめ方について述べた次の文章のうち，適切でないもの
がいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．お客様情報をメモに取る際には，お客様ごとに分けずに，時系列でノートの最
初の１ページ目から順番に書いていくとよい。

ｂ．システム手帳にお客様情報をまとめる際，同一家族で，子供が結婚していて名
字が違う場合は，代表の人と同じページに記載するとよい。

ｃ．微妙な言い回しといったお客様の気持ちが入っている内容についてメモ書きす
る際は，できるだけお客様の言葉をそのままメモ書きするとよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 21］　セールスにつながるキーワードの見つけ方について述べた次の文章のうち，
適切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．お客様との間に共通点を見つけることで，一気にお客様との心理的な距離が縮
まり，一方通行ではない双方向のコミュニケーションを取ることができる。

ｂ．お客様の好みや投資スタンスをはかるうえで参考になるキーワードは，金融商
品に関連した会話の中でしか聞くことができない。

ｃ．セールスにつながるキーワードとは，お客様の抵抗が少ない部分を見つけて，
雑談からビジネスの話題に切り替えるためのカギのことである。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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お客様情報のまとめ方

正解（1）	 正解率　67.6％	

解　説

ａ．最初の 1 ページ目から順番にその都度メモを取っていくと，情報が必要になったときに

うまく取り出すことができず，時間を無駄に使ってしまうことになりかねないため，情報

を種類ごとやお客様ごとに分けて，後で使いやすいように記録していくことが大切である。

よって適切でない。テキスト№ 2，P43「大切な情報は一括で管理できる状態にしておこう」

参照。

ｂ．適切である。テキスト№ 2，P44「同じお客様の情報が 1 ヵ所にまとまっていることが重要」

参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 2，P46「情報は必要に応じて増やしていけばよい」参照。

以上のことより，適切でないものは a. であり，（1）が本問の正解である。
（ 10）農林中金アカデミー

［問 19］　メモを取る際の留意点について述べた次の文章のうち，適切でないもの
を（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　お客様の属性情報を聞き出す最大の目的は，お客様との距離を縮めることで
あり，次回訪問するときのために，孫の名前，ペットの名前，誕生日や記念日
についてメモしておく必要がある。

（２）　セールスにつながるニーズ発掘情報については，お客様が話をしている際の
相槌や質問によって，自分の聞きたい方向に話を向け，その結果知りたい情報
が出てきた場合に内容をメモに取るとよい。

（３）　メモを取る際のコツは，カレンダー式の手帳の訪問した日の箇所に，メモ書
きを繰り返すことである。

［問 20］　お客様情報のまとめ方について述べた次の文章のうち，適切でないもの
がいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．お客様情報をメモに取る際には，お客様ごとに分けずに，時系列でノートの最
初の１ページ目から順番に書いていくとよい。

ｂ．システム手帳にお客様情報をまとめる際，同一家族で，子供が結婚していて名
字が違う場合は，代表の人と同じページに記載するとよい。

ｃ．微妙な言い回しといったお客様の気持ちが入っている内容についてメモ書きす
る際は，できるだけお客様の言葉をそのままメモ書きするとよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 21］　セールスにつながるキーワードの見つけ方について述べた次の文章のうち，
適切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．お客様との間に共通点を見つけることで，一気にお客様との心理的な距離が縮
まり，一方通行ではない双方向のコミュニケーションを取ることができる。

ｂ．お客様の好みや投資スタンスをはかるうえで参考になるキーワードは，金融商
品に関連した会話の中でしか聞くことができない。

ｃ．セールスにつながるキーワードとは，お客様の抵抗が少ない部分を見つけて，
雑談からビジネスの話題に切り替えるためのカギのことである。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

−20−

渉外基礎



セールスにつながるキーワードの見つけ方

正解（2）	 正解率　88.9％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 2，P50「①キーワードに着目してセールスにつなげよう」参照。

ｂ．キーワードは，何も金融商品に関連した会話の中でしか聞かれないというものではない。

趣味や趣向が強く反映される雑談の中にこそ，お客様の好みや投資スタンスをはかるうえ

でとても参考になるキーワードが出てくる。よって適切でない。テキスト№ 2，P51「セー

ルスにつながるキーワードの見つけ方」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 2，P53「お客様の考えを引き出すのに鎌をかけることも有効」

参照。

以上のことより，適切なものは a. と c. であり，（2）が本問の正解である。

（ 10）農林中金アカデミー

［問 19］　メモを取る際の留意点について述べた次の文章のうち，適切でないもの
を（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　お客様の属性情報を聞き出す最大の目的は，お客様との距離を縮めることで
あり，次回訪問するときのために，孫の名前，ペットの名前，誕生日や記念日
についてメモしておく必要がある。

（２）　セールスにつながるニーズ発掘情報については，お客様が話をしている際の
相槌や質問によって，自分の聞きたい方向に話を向け，その結果知りたい情報
が出てきた場合に内容をメモに取るとよい。

（３）　メモを取る際のコツは，カレンダー式の手帳の訪問した日の箇所に，メモ書
きを繰り返すことである。

［問 20］　お客様情報のまとめ方について述べた次の文章のうち，適切でないもの
がいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．お客様情報をメモに取る際には，お客様ごとに分けずに，時系列でノートの最
初の１ページ目から順番に書いていくとよい。

ｂ．システム手帳にお客様情報をまとめる際，同一家族で，子供が結婚していて名
字が違う場合は，代表の人と同じページに記載するとよい。

ｃ．微妙な言い回しといったお客様の気持ちが入っている内容についてメモ書きす
る際は，できるだけお客様の言葉をそのままメモ書きするとよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 21］　セールスにつながるキーワードの見つけ方について述べた次の文章のうち，
適切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．お客様との間に共通点を見つけることで，一気にお客様との心理的な距離が縮
まり，一方通行ではない双方向のコミュニケーションを取ることができる。

ｂ．お客様の好みや投資スタンスをはかるうえで参考になるキーワードは，金融商
品に関連した会話の中でしか聞くことができない。

ｃ．セールスにつながるキーワードとは，お客様の抵抗が少ない部分を見つけて，
雑談からビジネスの話題に切り替えるためのカギのことである。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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「家を建て替える」お客様との会話の進め方

正解（1）	 正解率　70.2％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 2，P61「家を建て替える」参照。

ｂ．新たに建築する建物の資金を本人以外の親族が負担する場合でも，住宅ローンでお手伝

いができる可能性があるため，紹介してもらえないかお願いするとよい。よって適切でな

い。テキスト№ 2，P61「家を建て替える」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 2，P61 ～ 62「家を建て替える」参照。

以上のことより，適切でないものは b. であり，（1）が本問の正解である。

（ 11） 農林中金アカデミー

［問 22］　「家を建て替える」と発言したお客様に対する会話の進め方について述べ
た次の文章のうち，適切でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１
つ選びなさい。

ａ．「家を建て替える」という発言があった場合は，なぜ建て替えるのかについて
着目してみるとよい。

ｂ．家の建替え費用を負担するのがお客様本人でない場合は，住宅ローンの提案を
行うことはあきらめざるを得ない。

ｃ．お客様が二世帯住宅を建てる場合は，その土地や建物の相続人となりうる兄弟
間で争いが起こらないように，「争族」対策を行う必要がある場合もある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 23］　「資産運用は損をするから嫌だ」と発言したお客様に対する会話の進め方
について述べた次の文章のうち，適切なものを（１）～（３）の中から１つ選び
なさい。

（１）　「資産運用は損をするから嫌だ」と発言したお客様に対しては，「○○様の
おっしゃっていることは分かります。ですが――」と切り返し，資産運用を行
うことのメリットをしっかりと伝えるべきである。

（２）　資産運用に否定的な発言をするお客様には，無理にリスクの高い商品を提案
するのではなく，長期，積立，分散投資による資産形成を提案して興味を誘う
とよい。

（３）　お客様の中には，以前，資産運用で損失を被った経験のある方もいる。そう
したお客様の場合は，すでに資産運用の経験があることから，リスクを取った
積極的な運用策を提案するとよい。
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「資産運用は損をするから嫌」というお客様との会話の進め方

正解（2）	 正解率　83.1％	

解　説

（1）発言内容を否定するような対応をすると，お客様が不快な思いをしてしまい，たとえア

ドバイスの内容が妥当なものでも，聞いてもらえないことがある。よって適切でない。テ

キスト№ 2，P65「資産運用は損をするから嫌だ」参照。

（2）適切である。テキスト№ 2，P65「資産運用は損をするから嫌だ」参照。

（3）お客様の中には，過去に資産運用で損失を被った経験のある方もいる。そういうお客様

に対しては，発言をしっかりと受け止めたうえで，リスクの低い堅実な運用策もあること

を伝えるべきである。よって適切でない。テキスト№ 2，P65「資産運用は損をするから嫌だ」

参照。

以上のことより，適切なものは（2）であり，（2）が本問の正解である。

（ 11） 農林中金アカデミー

［問 22］　「家を建て替える」と発言したお客様に対する会話の進め方について述べ
た次の文章のうち，適切でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１
つ選びなさい。

ａ．「家を建て替える」という発言があった場合は，なぜ建て替えるのかについて
着目してみるとよい。

ｂ．家の建替え費用を負担するのがお客様本人でない場合は，住宅ローンの提案を
行うことはあきらめざるを得ない。

ｃ．お客様が二世帯住宅を建てる場合は，その土地や建物の相続人となりうる兄弟
間で争いが起こらないように，「争族」対策を行う必要がある場合もある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 23］　「資産運用は損をするから嫌だ」と発言したお客様に対する会話の進め方
について述べた次の文章のうち，適切なものを（１）～（３）の中から１つ選び
なさい。

（１）　「資産運用は損をするから嫌だ」と発言したお客様に対しては，「○○様の
おっしゃっていることは分かります。ですが――」と切り返し，資産運用を行
うことのメリットをしっかりと伝えるべきである。

（２）　資産運用に否定的な発言をするお客様には，無理にリスクの高い商品を提案
するのではなく，長期，積立，分散投資による資産形成を提案して興味を誘う
とよい。

（３）　お客様の中には，以前，資産運用で損失を被った経験のある方もいる。そう
したお客様の場合は，すでに資産運用の経験があることから，リスクを取った
積極的な運用策を提案するとよい。
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他金融機関への不満を持つお客様に対する会話の進め方

正解（3）	 正解率　82.7％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 2，P66「他金融機関の○○に不満だ」参照。

ｂ．適切である。テキスト№ 2，P66 ～ 67「他金融機関の○○に不満だ」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 2，P67「他金融機関の○○に不満だ」参照。

以上のことより，すべて適切であり，（3）が本問の正解である。

（ 12）農林中金アカデミー

［問 24］　他金融機関に対する不満を発言したお客様との会話の進め方について述
べた次の文章のうち，適切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ
選びなさい。

ａ．お客様の他金融機関に対する不満を解決できれば，自ＪＡ・ＪＦとお客様との
間のリレーションは，さらに深くなる。

ｂ．他金融機関に対する不満だったものが，「お宅も同じようなものなんじゃない
の」と，自ＪＡ・ＪＦに不満が向かってくることもあるため，お客様と一緒に
なって他金融機関の悪口を言うことは控えるべきである。

ｃ．「他金融機関で投資信託を購入したものの，その後連絡がない」という不満が
あった場合は，ＪＡ・ＪＦでは預かり資産を販売した後も価格がどのように変
化しているのか，その原因は何かなどについてフォローしていることを伝え，
しっかりとアフターフォローをする。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 25］　会話以外の事柄に着目したニーズの発掘について述べた次の文章のうち，
適切でないものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　預かり資産のセールスは「しばらく使い途のない余裕資金」に対して行うこ
とが多いため，ある程度資産を持っているお客様でないと，運用のニーズが
あっても具体的な話に発展しにくい傾向がある。

（２）　外観の新しい家に住んでいるお客様は，手元資金の不足を補うための各種
ローンのニーズが発生しやすいと考えられる。

（３）　営業店内での面談・交渉では，渉外担当者の側が会話の主導権を握ることが
容易であり，今まで聞くことができなかった情報を聞き出すことができる可能
性が高い。
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会話以外の事柄に着目したニーズの発掘

正解（3）	 正解率　53.8％	

解　説

（1）適切である。テキスト№ 2，P72「①会話以外にも着目してニーズを発掘しよう」参照。

（2）適切である。テキスト№2，P72～73「①会話以外にも着目してニーズを発掘しよう」参照。

（3）お客様のホームグラウンドである自宅では，つい口が滑らかになり，今まで聞くことが

できなかった情報を聞くことができる可能性がある。よって適切でない。テキスト№ 2，

P73「自宅では今まで聞けなかった情報が出てくる可能性も」参照。

以上のことより，適切でないものは（3）であり，（3）が本問の正解である。
（ 12）農林中金アカデミー

［問 24］　他金融機関に対する不満を発言したお客様との会話の進め方について述
べた次の文章のうち，適切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ
選びなさい。

ａ．お客様の他金融機関に対する不満を解決できれば，自ＪＡ・ＪＦとお客様との
間のリレーションは，さらに深くなる。

ｂ．他金融機関に対する不満だったものが，「お宅も同じようなものなんじゃない
の」と，自ＪＡ・ＪＦに不満が向かってくることもあるため，お客様と一緒に
なって他金融機関の悪口を言うことは控えるべきである。

ｃ．「他金融機関で投資信託を購入したものの，その後連絡がない」という不満が
あった場合は，ＪＡ・ＪＦでは預かり資産を販売した後も価格がどのように変
化しているのか，その原因は何かなどについてフォローしていることを伝え，
しっかりとアフターフォローをする。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 25］　会話以外の事柄に着目したニーズの発掘について述べた次の文章のうち，
適切でないものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　預かり資産のセールスは「しばらく使い途のない余裕資金」に対して行うこ
とが多いため，ある程度資産を持っているお客様でないと，運用のニーズが
あっても具体的な話に発展しにくい傾向がある。

（２）　外観の新しい家に住んでいるお客様は，手元資金の不足を補うための各種
ローンのニーズが発生しやすいと考えられる。

（３）　営業店内での面談・交渉では，渉外担当者の側が会話の主導権を握ることが
容易であり，今まで聞くことができなかった情報を聞き出すことができる可能
性が高い。
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お客様の自宅を観察する際の着眼点

正解（2）	 正解率　84.0％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 2，P74 ～ 75「①敷地」参照。

ｂ．中学生や高校生が履くような靴があるときには，資産運用の話よりも，諸々の支払負担

の軽減についての話のほうがお客様のニーズに合う可能性が高い。よって適切でない。テ

キスト№ 2，P81「②靴」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 2，P84「②絵画・骨董品」参照。

以上のことより，適切なものは a. と c. であり，（2）が本問の正解である。

（ 13） 農林中金アカデミー

［問 26］　お客様の自宅を観察する際の着眼点について述べた次の文章のうち，適
切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．敷地の広いお客様のお宅に訪問した場合は，「周辺の地主ではないか」「先祖か
ら承継してきたのではないか」「相続税の負担で苦労してきたのではないか」
と想像しながら，相続対策のニーズ発掘につなげるとよい。

ｂ．玄関に中学生や高校生が履くような靴があるときには，諸々の支払負担の軽減
についての話よりも，資産運用の話のほうがお客様のニーズに合う可能性が高
い。

ｃ．居間・リビングに，絵画や骨董品のようなものがあった場合，それらは資産価
値の高いものである可能性もあり，相続対策や共済商品のニーズを発見できる
可能性がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 27］　上席者に報告する際の留意点について述べた次の文章のうち，適切でな
いものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．上席者に的を射た内容を報告するには，結論を後回しにして，事のいきさつや
背景から順序だてて話すとよい。

ｂ．上席者からの評価が下がってしまったら，それを挽回するのにはかなりの努力
を要するため，適度に弁明をしながら報告を行うとよい。

ｃ．事実と意見を交えながら報告すると，聞き手である上席者の頭は混乱してしま
う。そのため，自分の主張・意見と客観的な事実は，明確に分けて報告するこ
とが大切である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 28］　トラブル発生時及び発生後の対応について述べた次の文章のうち，適切
なものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　お客様との間でトラブルが発生した場合でも，自分一人で解決できる可能性
が高い場合は，トラブル解決後に事後的に報告すればよい。

（２）　トラブルについて上席者に報告する際は，事実と推論をバランスよく織り交
ぜながら報告することが望ましい。

（３）　トラブル発生後に意気消沈し，卑屈になってしまうと，そのイメージが強す
ぎて，上席者から「あの人は陰気だ」と思われ，マイナスの評価がされてしま
う傾向がある。
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上席者に報告する際の留意点

正解（2）	 正解率　81.3％	

解　説

ａ．事のいきさつや背景から話したのではまわりくどい言い方になり，相手はイライラする

だけになりかねないため，結論から先に言うべきである。よって適切でない。テキスト№ 2，

P89「①結論から先に言う」参照。

ｂ．上席者に「この部下は自己防衛が強い」というレッテルを貼られてしまったら，それを

払拭するのはかなりの努力を要するため，言い訳，弁明，愚痴等は言わず，簡潔に要領よく，

明るい報告をすべきである。よって適切でない。テキスト№ 2，P90「④言い訳を言わない」

参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 2，P91「⑧事実と意見を区分する」参照。

以上のことより，適切でないものは a. と b. であり，（2）が本問の正解である。

（ 13） 農林中金アカデミー

［問 26］　お客様の自宅を観察する際の着眼点について述べた次の文章のうち，適
切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．敷地の広いお客様のお宅に訪問した場合は，「周辺の地主ではないか」「先祖か
ら承継してきたのではないか」「相続税の負担で苦労してきたのではないか」
と想像しながら，相続対策のニーズ発掘につなげるとよい。

ｂ．玄関に中学生や高校生が履くような靴があるときには，諸々の支払負担の軽減
についての話よりも，資産運用の話のほうがお客様のニーズに合う可能性が高
い。

ｃ．居間・リビングに，絵画や骨董品のようなものがあった場合，それらは資産価
値の高いものである可能性もあり，相続対策や共済商品のニーズを発見できる
可能性がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 27］　上席者に報告する際の留意点について述べた次の文章のうち，適切でな
いものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．上席者に的を射た内容を報告するには，結論を後回しにして，事のいきさつや
背景から順序だてて話すとよい。

ｂ．上席者からの評価が下がってしまったら，それを挽回するのにはかなりの努力
を要するため，適度に弁明をしながら報告を行うとよい。

ｃ．事実と意見を交えながら報告すると，聞き手である上席者の頭は混乱してしま
う。そのため，自分の主張・意見と客観的な事実は，明確に分けて報告するこ
とが大切である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 28］　トラブル発生時及び発生後の対応について述べた次の文章のうち，適切
なものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　お客様との間でトラブルが発生した場合でも，自分一人で解決できる可能性
が高い場合は，トラブル解決後に事後的に報告すればよい。

（２）　トラブルについて上席者に報告する際は，事実と推論をバランスよく織り交
ぜながら報告することが望ましい。

（３）　トラブル発生後に意気消沈し，卑屈になってしまうと，そのイメージが強す
ぎて，上席者から「あの人は陰気だ」と思われ，マイナスの評価がされてしま
う傾向がある。
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トラブル発生時及び発生後の対応

正解（3）	 正解率　61.3％	

解　説

（1）悪い情報ほど早く報告することは社会人の鉄則であり，それを怠ったり遅れたりしてし

まうと大変な事態になる可能性が高いため，一刻も早く上席者に報告することが大切であ

る。よって適切でない。テキスト№ 2，P94「①悪い情報ほど早く報告する」参照。

（2）トラブルについて上席者に報告する際には，自分に都合の良い推論や私見を交えずに，

事実をありのままに報告する必要がある。よって適切でない。テキスト№ 2，P95「②事

実を冷静かつありのままに報告する」参照。

（3）適切である。テキスト№ 2，P95「失敗を糧にして二度とトラブルを起こさないように

決心しよう」参照。

以上のことより，適切なものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 13） 農林中金アカデミー

［問 26］　お客様の自宅を観察する際の着眼点について述べた次の文章のうち，適
切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．敷地の広いお客様のお宅に訪問した場合は，「周辺の地主ではないか」「先祖か
ら承継してきたのではないか」「相続税の負担で苦労してきたのではないか」
と想像しながら，相続対策のニーズ発掘につなげるとよい。

ｂ．玄関に中学生や高校生が履くような靴があるときには，諸々の支払負担の軽減
についての話よりも，資産運用の話のほうがお客様のニーズに合う可能性が高
い。

ｃ．居間・リビングに，絵画や骨董品のようなものがあった場合，それらは資産価
値の高いものである可能性もあり，相続対策や共済商品のニーズを発見できる
可能性がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 27］　上席者に報告する際の留意点について述べた次の文章のうち，適切でな
いものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．上席者に的を射た内容を報告するには，結論を後回しにして，事のいきさつや
背景から順序だてて話すとよい。

ｂ．上席者からの評価が下がってしまったら，それを挽回するのにはかなりの努力
を要するため，適度に弁明をしながら報告を行うとよい。

ｃ．事実と意見を交えながら報告すると，聞き手である上席者の頭は混乱してしま
う。そのため，自分の主張・意見と客観的な事実は，明確に分けて報告するこ
とが大切である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 28］　トラブル発生時及び発生後の対応について述べた次の文章のうち，適切
なものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　お客様との間でトラブルが発生した場合でも，自分一人で解決できる可能性
が高い場合は，トラブル解決後に事後的に報告すればよい。

（２）　トラブルについて上席者に報告する際は，事実と推論をバランスよく織り交
ぜながら報告することが望ましい。

（３）　トラブル発生後に意気消沈し，卑屈になってしまうと，そのイメージが強す
ぎて，上席者から「あの人は陰気だ」と思われ，マイナスの評価がされてしま
う傾向がある。
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自身で判断できない時の対応

正解（1）	 正解率　71.6％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 2，P96「③自身で判断できなければ持ち帰って相談しよう」参照。

ｂ．適切である。テキスト№ 2，P98 ～ 99「③自身で判断できなければ持ち帰って相談しよう」

参照。

ｃ．上席者が相談を受けた後，待ちのスタンスでいる場合は，適切な経過報告を行うことが

重要である。よって適切でない。テキスト№ 2，P100「③自身で判断できなければ持ち帰っ

て相談しよう」参照。

以上のことより，適切でないものは c. であり，（1）が本問の正解である。

（ 14）農林中金アカデミー

［問 29］　業務において，自分自身で判断できないときの対応について述べた次の
文章のうち，適切でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選び
なさい。

ａ．渉外先で判断に迷った場合は，上席者や本部の各分野の専門家に相談すればよ
いと考えたほうが，自身の成長につながる。

ｂ．上席者や本部の専担者と同行する際には，上席者や専担者のお客様との会話や
立ち振る舞いをしっかり見て学ぶ意識が重要である。

ｃ．上席者が相談を受けた後，待ちのスタンスでいる場合は，どう動いたらよいの
かじっくり対応策を考えていると思われるため，自分からは何もしないほうが
よい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 30］　セールスと顧客ニーズの把握について述べた次の文章のうち，適切なも
のを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　セールスとは，「本部から指示された目標を達成するため，個々に割り当て
られた項目や件数をクリアしていくもの」であり，積極的にセールスに取り組
むことが最も重要である。

（２）　セールスとは，お客様のニーズを掘り起こすとともに，金融機関が提供した
い商品や機能サービスをお知らせし，目標達成に向けて商品や機能サービスを
１つでも多く取引につなげることである。

（３）　セールスでは，お客様の情報を数多く収集して，個々のニーズを把握・発見
し，お客様サイドに立ったセールスを展開することで，満足していただくこと
が重要である。

［問 31］　お客様情報の収集方法について述べた次の文章のうち，適切なものを
　　　（１）～（３）の中から１つ選びなさい。
（１）　日頃から貯金商品・金融商品に絞って会話する努力が大切であり，何気ない
“ひとこと”よりもニーズのヒアリングに徹すると，有効な情報を得ることが
できる。

（２）　ローン，クレジットカードの申込書の記載内容からは，生年月日・職業や職
位・収入・不動産といった，お客様に属する情報を把握できる。

（３）　身近な情報源として「通帳」が挙げられるが，ATMコーナーの利用が増え
たため，通帳を材料としてお客様と会話するチャンスも増えている。
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セールスと顧客ニーズの把握

正解（3）	 正解率　93.3％	

解　説

（1）「本部から指示された目標を達成するため，個々に割り当てられた項目や件数をクリア

していくもの」と考えて，商品をセールスしていくスタイルでは，お客様には満足して

いただけない。よって適切でない。テキスト№ 3，P6「①セールスと顧客ニーズの把握」 

参照。

（2）セールスはお客様のニーズを掘り起こし，お客様にとって「お得になること」「お役に

立つこと」をお知らせし，それに沿った金融機関として提供できる商品や機能サービスを

「おすすめすること」である。よって適切でない。テキスト№ 3，P6「①セールスと顧客

ニーズの把握」参照。

（3）適切である。テキスト№ 3，P6「①セールスと顧客ニーズの把握」参照。

以上のことより，適切なものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 14）農林中金アカデミー

［問 29］　業務において，自分自身で判断できないときの対応について述べた次の
文章のうち，適切でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選び
なさい。

ａ．渉外先で判断に迷った場合は，上席者や本部の各分野の専門家に相談すればよ
いと考えたほうが，自身の成長につながる。

ｂ．上席者や本部の専担者と同行する際には，上席者や専担者のお客様との会話や
立ち振る舞いをしっかり見て学ぶ意識が重要である。

ｃ．上席者が相談を受けた後，待ちのスタンスでいる場合は，どう動いたらよいの
かじっくり対応策を考えていると思われるため，自分からは何もしないほうが
よい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 30］　セールスと顧客ニーズの把握について述べた次の文章のうち，適切なも
のを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　セールスとは，「本部から指示された目標を達成するため，個々に割り当て
られた項目や件数をクリアしていくもの」であり，積極的にセールスに取り組
むことが最も重要である。

（２）　セールスとは，お客様のニーズを掘り起こすとともに，金融機関が提供した
い商品や機能サービスをお知らせし，目標達成に向けて商品や機能サービスを
１つでも多く取引につなげることである。

（３）　セールスでは，お客様の情報を数多く収集して，個々のニーズを把握・発見
し，お客様サイドに立ったセールスを展開することで，満足していただくこと
が重要である。

［問 31］　お客様情報の収集方法について述べた次の文章のうち，適切なものを
　　　（１）～（３）の中から１つ選びなさい。
（１）　日頃から貯金商品・金融商品に絞って会話する努力が大切であり，何気ない
“ひとこと”よりもニーズのヒアリングに徹すると，有効な情報を得ることが
できる。

（２）　ローン，クレジットカードの申込書の記載内容からは，生年月日・職業や職
位・収入・不動産といった，お客様に属する情報を把握できる。

（３）　身近な情報源として「通帳」が挙げられるが，ATMコーナーの利用が増え
たため，通帳を材料としてお客様と会話するチャンスも増えている。
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お客様情報の収集方法

正解（2）	 正解率　91.1％	

解　説

（1）日頃から幅広くお客様と会話をしていく努力をすることで，何気ない“ひとこと”から

お客様の有効な情報を得ることができる。よって適切でない。テキスト№ 3，P9「①お客

様と「会話する」」参照。

（2）適切である。テキスト№ 3，P10 ～ 11「②各種申込書の記載内容からわかる」参照。

（3）身近な情報源として「通帳」が挙げられるが，ATM コーナーの利用が増えたため，ひ

と昔前のように通帳を材料としてお客様と会話するチャンスは減少した。よって適切でな

い。テキスト№ 3，P11「③通帳と利用状況からわかる」参照。

以上のことより，適切なものは（2）であり，（2）が本問の正解である。

（ 14）農林中金アカデミー

［問 29］　業務において，自分自身で判断できないときの対応について述べた次の
文章のうち，適切でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選び
なさい。

ａ．渉外先で判断に迷った場合は，上席者や本部の各分野の専門家に相談すればよ
いと考えたほうが，自身の成長につながる。

ｂ．上席者や本部の専担者と同行する際には，上席者や専担者のお客様との会話や
立ち振る舞いをしっかり見て学ぶ意識が重要である。

ｃ．上席者が相談を受けた後，待ちのスタンスでいる場合は，どう動いたらよいの
かじっくり対応策を考えていると思われるため，自分からは何もしないほうが
よい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 30］　セールスと顧客ニーズの把握について述べた次の文章のうち，適切なも
のを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　セールスとは，「本部から指示された目標を達成するため，個々に割り当て
られた項目や件数をクリアしていくもの」であり，積極的にセールスに取り組
むことが最も重要である。

（２）　セールスとは，お客様のニーズを掘り起こすとともに，金融機関が提供した
い商品や機能サービスをお知らせし，目標達成に向けて商品や機能サービスを
１つでも多く取引につなげることである。

（３）　セールスでは，お客様の情報を数多く収集して，個々のニーズを把握・発見
し，お客様サイドに立ったセールスを展開することで，満足していただくこと
が重要である。

［問 31］　お客様情報の収集方法について述べた次の文章のうち，適切なものを
　　　（１）～（３）の中から１つ選びなさい。
（１）　日頃から貯金商品・金融商品に絞って会話する努力が大切であり，何気ない
“ひとこと”よりもニーズのヒアリングに徹すると，有効な情報を得ることが
できる。

（２）　ローン，クレジットカードの申込書の記載内容からは，生年月日・職業や職
位・収入・不動産といった，お客様に属する情報を把握できる。

（３）　身近な情報源として「通帳」が挙げられるが，ATMコーナーの利用が増え
たため，通帳を材料としてお客様と会話するチャンスも増えている。
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断 り に 対 応 す る 方 法

正解（2）	 正解率　16.4％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 3，P20「①お断りの理由」参照。

ｂ．お客様の反対，抵抗の内容や理由をつかんだうえでの担当者の切り返しは，あまりク

ドクドと話さずに簡潔明瞭であることが大切である。よって適切でない。テキスト№ 3，

P20「②お断りに対応する方法」参照。

ｃ．肯定法や逆転法といった応酬話法を上手に使いこなすことで，「ああそうですか」と，

断りに対し，簡単に引き下がらない応対が望める。推定承諾法や疑問解消法といったクロー

ジングの基本話法は，断りに対処する方法ではない。よって適切でない。テキスト№ 3，

P21「②お断りに対応する方法」，P22「③クロージングの基本話法」参照。

以上のことより，適切でないものは b. と c. であり，（2）が本問の正解である。

（ 15） 農林中金アカデミー

［問 32］　お客様の断りに対応する方法について述べた次の文章のうち，適切でな
いものがいくつあるか，（１）～（３）の中から選びなさい。

ａ．断りの理由を把握し，真意を発見することで，お客様を説得する的確な対応を
行うことができ，成約へ近づくことが可能となる。

ｂ．お客様の反対，抵抗の内容や理由をつかんだうえでの担当者の切り返しとして
は，誤解を解消すべく，しっかり時間をかけながら，何度も繰り返し説明する
ことが大切である。

ｃ．推定承諾法や疑問解消法といったクロージングの基本話法を上手に使いこなす
ことで，断りに対し，「ああそうですか」と簡単に引き下がらない応対が望める。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 33］　セールスの成果をあげるためのポイントについて述べた次の文章のうち，
適切でないものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　推進目標ばかりを念頭に一方的な押しつけセールスをするのではなく，お客
様から信用され，信頼されることがセールスの第一歩である。

（２）　お客様と人間関係を作る上では，お客様の顔と名前が一致していること，「あ
いさつ」や「ケジメ」を大切にすることがポイントである。

（３）　あいさつやお客様と会話をするときは，「お客様」とお呼びするほうが，名
前でお呼びするよりも丁寧で立場が明確になるため，親近感を持っていただけ
る。

［問 34］　固定性のメイン化取引について述べた次の文章のうち，適切なものがい
くつあるか，（１）～（３）の中から選びなさい。

ａ．定期貯金や普通貯金から自動的・定期的に積立をしたり，貯金金利は低くとも
流動性の高い貯金へランクアップしたりして，必要な時に即座に利用できるよ
うに貯金の取引を集中させることが，固定性のメイン取引である。

ｂ．年金や給与が定期的に入るパイプが付いている口座には，必ず固定性のメイン
化を図るよう“セットセールス”を展開する姿勢を持つことが大切である。

ｃ．最近の個人のお客様は，住宅ローンやマイカーローンといった各種ローンの利
用には慎重であり，一度ローンを組んだとしても比較的短期間の取引になりが
ちであるため，固定性メイン化の促進が難しい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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セールスの成果をあげるためのポイント

正解（3）	 正解率　97.3％	

解　説

（1）適切である。テキスト№ 3，P15「（1）セールスの成果をあげる」参照。

（2）適切である。テキスト№ 3，P16「②お客様との人間関係をつくる」参照。

（3）あいさつやお客様と会話をするとき，随所に名前を入れてお呼びすることで，単に「お

客様」とお呼びするよりも親近感を持っていただける。よって適切でない。テキスト№ 3，

P15「①お客様のお名前を覚える」参照。

以上のことより，適切でないものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 15） 農林中金アカデミー

［問 32］　お客様の断りに対応する方法について述べた次の文章のうち，適切でな
いものがいくつあるか，（１）～（３）の中から選びなさい。

ａ．断りの理由を把握し，真意を発見することで，お客様を説得する的確な対応を
行うことができ，成約へ近づくことが可能となる。

ｂ．お客様の反対，抵抗の内容や理由をつかんだうえでの担当者の切り返しとして
は，誤解を解消すべく，しっかり時間をかけながら，何度も繰り返し説明する
ことが大切である。

ｃ．推定承諾法や疑問解消法といったクロージングの基本話法を上手に使いこなす
ことで，断りに対し，「ああそうですか」と簡単に引き下がらない応対が望める。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 33］　セールスの成果をあげるためのポイントについて述べた次の文章のうち，
適切でないものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　推進目標ばかりを念頭に一方的な押しつけセールスをするのではなく，お客
様から信用され，信頼されることがセールスの第一歩である。

（２）　お客様と人間関係を作る上では，お客様の顔と名前が一致していること，「あ
いさつ」や「ケジメ」を大切にすることがポイントである。

（３）　あいさつやお客様と会話をするときは，「お客様」とお呼びするほうが，名
前でお呼びするよりも丁寧で立場が明確になるため，親近感を持っていただけ
る。

［問 34］　固定性のメイン化取引について述べた次の文章のうち，適切なものがい
くつあるか，（１）～（３）の中から選びなさい。

ａ．定期貯金や普通貯金から自動的・定期的に積立をしたり，貯金金利は低くとも
流動性の高い貯金へランクアップしたりして，必要な時に即座に利用できるよ
うに貯金の取引を集中させることが，固定性のメイン取引である。

ｂ．年金や給与が定期的に入るパイプが付いている口座には，必ず固定性のメイン
化を図るよう“セットセールス”を展開する姿勢を持つことが大切である。

ｃ．最近の個人のお客様は，住宅ローンやマイカーローンといった各種ローンの利
用には慎重であり，一度ローンを組んだとしても比較的短期間の取引になりが
ちであるため，固定性メイン化の促進が難しい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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固定性のメイン化取引

正解（1）	 正解率　52.9％	

解　説

ａ．定期貯金や普通貯金から自動的・定期的に積立をしたり，貯金金利の高い定期性の貯金

へとランクアップしていくというように，安全・有利に殖やすために貯金の取引を集中さ

せることが固定性のメイン取引である。よって適切でない。テキスト№ 3，P26「①取引

の集中化」参照。

ｂ．適切である。テキスト№ 3，P26「①　取引の集中化」参照。

ｃ．最近では，個人のお客様が住宅ローンからマイカーローンまで，各種ローンを気軽にご

利用くださるようになり，一度ローンを組めば比較的長期間にわたり取引が継続されるた

め，固定性メイン化の促進につながる。よって適切でない。テキスト№ 3，P26「②ロー

ンニーズの情報収集」参照。

以上のことより，適切なものは b. であり，（1）が本問の正解である。

（ 15） 農林中金アカデミー

［問 32］　お客様の断りに対応する方法について述べた次の文章のうち，適切でな
いものがいくつあるか，（１）～（３）の中から選びなさい。

ａ．断りの理由を把握し，真意を発見することで，お客様を説得する的確な対応を
行うことができ，成約へ近づくことが可能となる。

ｂ．お客様の反対，抵抗の内容や理由をつかんだうえでの担当者の切り返しとして
は，誤解を解消すべく，しっかり時間をかけながら，何度も繰り返し説明する
ことが大切である。

ｃ．推定承諾法や疑問解消法といったクロージングの基本話法を上手に使いこなす
ことで，断りに対し，「ああそうですか」と簡単に引き下がらない応対が望める。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 33］　セールスの成果をあげるためのポイントについて述べた次の文章のうち，
適切でないものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　推進目標ばかりを念頭に一方的な押しつけセールスをするのではなく，お客
様から信用され，信頼されることがセールスの第一歩である。

（２）　お客様と人間関係を作る上では，お客様の顔と名前が一致していること，「あ
いさつ」や「ケジメ」を大切にすることがポイントである。

（３）　あいさつやお客様と会話をするときは，「お客様」とお呼びするほうが，名
前でお呼びするよりも丁寧で立場が明確になるため，親近感を持っていただけ
る。

［問 34］　固定性のメイン化取引について述べた次の文章のうち，適切なものがい
くつあるか，（１）～（３）の中から選びなさい。

ａ．定期貯金や普通貯金から自動的・定期的に積立をしたり，貯金金利は低くとも
流動性の高い貯金へランクアップしたりして，必要な時に即座に利用できるよ
うに貯金の取引を集中させることが，固定性のメイン取引である。

ｂ．年金や給与が定期的に入るパイプが付いている口座には，必ず固定性のメイン
化を図るよう“セットセールス”を展開する姿勢を持つことが大切である。

ｃ．最近の個人のお客様は，住宅ローンやマイカーローンといった各種ローンの利
用には慎重であり，一度ローンを組んだとしても比較的短期間の取引になりが
ちであるため，固定性メイン化の促進が難しい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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サービスの品質とお客様満足度

正解（2）	 正解率　79.6％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 3，P28「（1）サービスとは」参照。

ｂ．「有形のサービス」は，「一定のお金と時間」を費やすことで均一化が図れる。よって適

切でない。テキスト№ 3，P28 ～ 29「（2）サービスの品質」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 3，P29「（2）サービスの品質」参照。

以上のことより，適切なものは a. と c. であり，（2）が本問の正解である。

（ 16）農林中金アカデミー

［問 35］　サービスの品質とお客様満足度について述べた次の文章のうち，適切な
ものがいくつあるか，（１）～（３）の中から選びなさい。

ａ．個々のお客様の求めるものに応えてこそ，「サービスに対して満足」していた
だけると考え，担当者は提供するサービスの質を高めることが大切である。

ｂ．自由な競争の時代を迎える金融機関にとって「有形のサービス」の品質を高め
ていくことは不可欠な条件だが，「有形のサービス」は「一定のお金と時間」
を費やしても均一化が難しい。

ｃ．金融機関で取扱う「商品」は，「もの」としてお客様の手許に残すことはでき
ないため，企業のイメージや業績までも左右すると言われる「無形のサービ
ス」の提供者として，渉外担当者の役割は重要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 36］　電話セールスのポイントについて述べた次の文章のうち，適切でないも
のを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　来店時のお客様の話や口座の状況，年代別のライフステージを加味しながら
も，ＪＡ・ＪＦが力を入れている特定の商品へと誘導し，おすすめすることが，
電話セールスのポイントである。

（２）　電話の役割は，お客様に「もっと知りたい」と行動を促すきっかけだと考え，
電話ですべてを伝えようとせずに，来店誘致につなげることがポイントである。

（３）　お客様によってはニーズが明確でない場合もあるため，こちらから具体的な
質問をし，会話の中でお客様のニーズを浮きぼりにしていくことがポイントで
ある。

［問 37］　総合口座について述べた次の文章のうち，適切でないものがいくつあるか，
（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．総合口座は，「貯める」「使う」「引き落とす」という３つの機能がパックされ
た商品で，個人及び法人が利用できるサービスである。

ｂ．総合口座通帳が一つあれば，お客様の大抵のニーズは満たせるため，必ずしも
複数の金融機関で総合口座を持つ必要はない。

ｃ．最初から総合口座を作るお客様は少ないと考えられ，普通貯金の口座開設に来
店したお客様に総合口座をすすめ，それをメイン口座にしてもらうことが大切
である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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電話セールスのポイント

正解（1）	 正解率　84.0％	

解　説

（1）来店時のお客様の話や口座の状況，年代別のライフステージを加味したうえで，そのお

客様に最適と思われる商品を，自信を持っておすすめすることがポイントである。よって

適切でない。テキスト№ 3，P32「（3）セールスのポイント」参照。

（2）適切である。テキスト№ 3，P33「（3）セールスのポイント」参照。

（3）適切である。テキスト№ 3，P33「（3）セールスのポイント」参照。

以上のことより，適切でないものは（1）であり，（1）が本問の正解である。

（ 16）農林中金アカデミー

［問 35］　サービスの品質とお客様満足度について述べた次の文章のうち，適切な
ものがいくつあるか，（１）～（３）の中から選びなさい。

ａ．個々のお客様の求めるものに応えてこそ，「サービスに対して満足」していた
だけると考え，担当者は提供するサービスの質を高めることが大切である。

ｂ．自由な競争の時代を迎える金融機関にとって「有形のサービス」の品質を高め
ていくことは不可欠な条件だが，「有形のサービス」は「一定のお金と時間」
を費やしても均一化が難しい。

ｃ．金融機関で取扱う「商品」は，「もの」としてお客様の手許に残すことはでき
ないため，企業のイメージや業績までも左右すると言われる「無形のサービ
ス」の提供者として，渉外担当者の役割は重要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 36］　電話セールスのポイントについて述べた次の文章のうち，適切でないも
のを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　来店時のお客様の話や口座の状況，年代別のライフステージを加味しながら
も，ＪＡ・ＪＦが力を入れている特定の商品へと誘導し，おすすめすることが，
電話セールスのポイントである。

（２）　電話の役割は，お客様に「もっと知りたい」と行動を促すきっかけだと考え，
電話ですべてを伝えようとせずに，来店誘致につなげることがポイントである。

（３）　お客様によってはニーズが明確でない場合もあるため，こちらから具体的な
質問をし，会話の中でお客様のニーズを浮きぼりにしていくことがポイントで
ある。

［問 37］　総合口座について述べた次の文章のうち，適切でないものがいくつあるか，
（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．総合口座は，「貯める」「使う」「引き落とす」という３つの機能がパックされ
た商品で，個人及び法人が利用できるサービスである。

ｂ．総合口座通帳が一つあれば，お客様の大抵のニーズは満たせるため，必ずしも
複数の金融機関で総合口座を持つ必要はない。

ｃ．最初から総合口座を作るお客様は少ないと考えられ，普通貯金の口座開設に来
店したお客様に総合口座をすすめ，それをメイン口座にしてもらうことが大切
である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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総 合 口 座

正解（1）	 正解率　39.6％	

解　説

ａ．総合口座は，「貯める」「使う」「借りる」という 3 つの機能がパックされた商品で，個

人のみ利用できるサービスである。よって適切でない。テキスト№ 3，P36「総合口座」

参照。

ｂ．適切である。テキスト№ 3，P36「総合口座」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 3，P37「総合口座」参照。

以上のことより，適切でないものは a. であり，（1）が本問の正解である。

（ 16）農林中金アカデミー

［問 35］　サービスの品質とお客様満足度について述べた次の文章のうち，適切な
ものがいくつあるか，（１）～（３）の中から選びなさい。

ａ．個々のお客様の求めるものに応えてこそ，「サービスに対して満足」していた
だけると考え，担当者は提供するサービスの質を高めることが大切である。

ｂ．自由な競争の時代を迎える金融機関にとって「有形のサービス」の品質を高め
ていくことは不可欠な条件だが，「有形のサービス」は「一定のお金と時間」
を費やしても均一化が難しい。

ｃ．金融機関で取扱う「商品」は，「もの」としてお客様の手許に残すことはでき
ないため，企業のイメージや業績までも左右すると言われる「無形のサービ
ス」の提供者として，渉外担当者の役割は重要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 36］　電話セールスのポイントについて述べた次の文章のうち，適切でないも
のを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　来店時のお客様の話や口座の状況，年代別のライフステージを加味しながら
も，ＪＡ・ＪＦが力を入れている特定の商品へと誘導し，おすすめすることが，
電話セールスのポイントである。

（２）　電話の役割は，お客様に「もっと知りたい」と行動を促すきっかけだと考え，
電話ですべてを伝えようとせずに，来店誘致につなげることがポイントである。

（３）　お客様によってはニーズが明確でない場合もあるため，こちらから具体的な
質問をし，会話の中でお客様のニーズを浮きぼりにしていくことがポイントで
ある。

［問 37］　総合口座について述べた次の文章のうち，適切でないものがいくつあるか，
（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．総合口座は，「貯める」「使う」「引き落とす」という３つの機能がパックされ
た商品で，個人及び法人が利用できるサービスである。

ｂ．総合口座通帳が一つあれば，お客様の大抵のニーズは満たせるため，必ずしも
複数の金融機関で総合口座を持つ必要はない。

ｃ．最初から総合口座を作るお客様は少ないと考えられ，普通貯金の口座開設に来
店したお客様に総合口座をすすめ，それをメイン口座にしてもらうことが大切
である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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貯 蓄 貯 金 の 特 徴

正解（3）	 正解率　40.4％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 3，P50「貯蓄貯金」参照。

ｂ．適切である。テキスト№ 3，P50「貯蓄貯金」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 3，P51「貯蓄貯金」参照。

以上のことより，全て適切であり，（3）が本問の正解である。

（ 17） 農林中金アカデミー

［問 38］　貯蓄貯金の特徴について述べた次の文章のうち，適切なものがいくつあ
るか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．貯蓄貯金は，基準残高が 10万円以上あれば，残高に応じて段階別に金利が付き，
いつでも引き出すことのできる流動性が確保されるといった特徴を持つ商品で
ある。

ｂ．貯蓄貯金には，給与・年金・配当金の振込ができないこと，公共料金・クレ
ジットカード代金の引き落としができないことといった制約がある。

ｃ．普通貯金に残高の多いお客様で「いつ使うか分からないから，定期貯金にはし
たくない」「いつでも引き出せるお金が，いつもこれくらいないと不安だ」と
いった方のニーズにマッチする商品である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 39］　一体型カードについて述べた次の文章のうち，適切でないものがいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．他の金融機関との提携が進み，都市銀行や地方銀行のATMでお金を入出金す
ることが可能であり，その便利さに拍車をかけたのはネットバンクとの提携で
ある。

ｂ．ＪＡの一体型カードは，デビットカードとして加盟店で利用できる。
ｃ．ＪＡの一体型カードにはクレジットカードの機能も付与されており，クレジッ
トカードを利用すると，デビットカードと同様に，即時に口座から決済額が差
し引かれる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 40］　個人ローンの重要性と課題について述べた次の文章のうち，適切でない
ものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　人生の三大資金は「マイホーム」「教育資金」「老後生活費」であると言われ
ている。

（２）　奨学金も教育ローンも，「経済的理由で，進学をあきらめる学生をなくした
い」という理念で作られた制度だが，両者の違いは，奨学金が「親が返済」す
るのに対し，教育ローンは「学生本人が返還」するというものである。

（３）　近年は，消費者金融を代替するような形で，金融機関がカードローンに注力
していることに対する社会の目が厳しくなっており，安易な貸付を行わないよ
うに注意が必要である。
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一 体 型 カ ー ド

正解（2）	 正解率　40.4％	

解　説

ａ．他の金融機関との提携が進み，都市銀行や地方銀行の ATM でお金を入出金することが

可能であり，その便利さに拍車をかけたのはコンビニ ATM との提携である。よって適切

でない。テキスト№ 3，P61「一体型カード」参照。

ｂ．適切である。テキスト№ 3，P61「一体型カード」参照。

ｃ．JA の一体型カードでクレジットカードの機能を利用すると，デビットカードとは異な

り即時決済とはならない。よって適切でない。テキスト№ 3，P61「一体型カード」参照。

以上のことより，適切でないものは a. と c. であり，（2）が本問の正解である。
（ 17） 農林中金アカデミー

［問 38］　貯蓄貯金の特徴について述べた次の文章のうち，適切なものがいくつあ
るか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．貯蓄貯金は，基準残高が 10万円以上あれば，残高に応じて段階別に金利が付き，
いつでも引き出すことのできる流動性が確保されるといった特徴を持つ商品で
ある。

ｂ．貯蓄貯金には，給与・年金・配当金の振込ができないこと，公共料金・クレ
ジットカード代金の引き落としができないことといった制約がある。

ｃ．普通貯金に残高の多いお客様で「いつ使うか分からないから，定期貯金にはし
たくない」「いつでも引き出せるお金が，いつもこれくらいないと不安だ」と
いった方のニーズにマッチする商品である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 39］　一体型カードについて述べた次の文章のうち，適切でないものがいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．他の金融機関との提携が進み，都市銀行や地方銀行のATMでお金を入出金す
ることが可能であり，その便利さに拍車をかけたのはネットバンクとの提携で
ある。

ｂ．ＪＡの一体型カードは，デビットカードとして加盟店で利用できる。
ｃ．ＪＡの一体型カードにはクレジットカードの機能も付与されており，クレジッ
トカードを利用すると，デビットカードと同様に，即時に口座から決済額が差
し引かれる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 40］　個人ローンの重要性と課題について述べた次の文章のうち，適切でない
ものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　人生の三大資金は「マイホーム」「教育資金」「老後生活費」であると言われ
ている。

（２）　奨学金も教育ローンも，「経済的理由で，進学をあきらめる学生をなくした
い」という理念で作られた制度だが，両者の違いは，奨学金が「親が返済」す
るのに対し，教育ローンは「学生本人が返還」するというものである。

（３）　近年は，消費者金融を代替するような形で，金融機関がカードローンに注力
していることに対する社会の目が厳しくなっており，安易な貸付を行わないよ
うに注意が必要である。
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個人ローンの重要性と課題

正解（2）	 正解率　94.7％	

解　説

（1）　適切である。テキスト№ 3，P73 ～ 74「①個人ローン提案にかかるお客様のメリット」

参照。

（2）　奨学金と教育ローンの違いは，前者が「学生本人が返還」するのに対し，後者は「親

が返済」するというものである。よって適切でない。テキスト№ 3，P74「①個人ローン

提案にかかるお客様のメリット」参照。

（3）　適切である。テキスト№ 3，P77「③個人ローン提案にかかる課題」参照。

以上のことより，適切でないものは（2）であり，（2）が本問の正解である。

（ 17） 農林中金アカデミー

［問 38］　貯蓄貯金の特徴について述べた次の文章のうち，適切なものがいくつあ
るか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．貯蓄貯金は，基準残高が 10万円以上あれば，残高に応じて段階別に金利が付き，
いつでも引き出すことのできる流動性が確保されるといった特徴を持つ商品で
ある。

ｂ．貯蓄貯金には，給与・年金・配当金の振込ができないこと，公共料金・クレ
ジットカード代金の引き落としができないことといった制約がある。

ｃ．普通貯金に残高の多いお客様で「いつ使うか分からないから，定期貯金にはし
たくない」「いつでも引き出せるお金が，いつもこれくらいないと不安だ」と
いった方のニーズにマッチする商品である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 39］　一体型カードについて述べた次の文章のうち，適切でないものがいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．他の金融機関との提携が進み，都市銀行や地方銀行のATMでお金を入出金す
ることが可能であり，その便利さに拍車をかけたのはネットバンクとの提携で
ある。

ｂ．ＪＡの一体型カードは，デビットカードとして加盟店で利用できる。
ｃ．ＪＡの一体型カードにはクレジットカードの機能も付与されており，クレジッ
トカードを利用すると，デビットカードと同様に，即時に口座から決済額が差
し引かれる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 40］　個人ローンの重要性と課題について述べた次の文章のうち，適切でない
ものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　人生の三大資金は「マイホーム」「教育資金」「老後生活費」であると言われ
ている。

（２）　奨学金も教育ローンも，「経済的理由で，進学をあきらめる学生をなくした
い」という理念で作られた制度だが，両者の違いは，奨学金が「親が返済」す
るのに対し，教育ローンは「学生本人が返還」するというものである。

（３）　近年は，消費者金融を代替するような形で，金融機関がカードローンに注力
していることに対する社会の目が厳しくなっており，安易な貸付を行わないよ
うに注意が必要である。
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マイカーローンの特徴とニーズの発掘

正解（1）	 正解率　82.7％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 3，P82「マイカーローン」参照。

ｂ．マイカーローンのニーズを発掘する方法としては，既存のマイカーローン利用者で，完

済となった方，完済が近い方，車検の期日が近い方をピックアップして，買い替えニーズ

を探る方法がある。よって適切でない。テキスト№ 3，P82「マイカーローン」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 3，P83「マイカーローン」参照。

以上のことより，適切でないものは b. であり，（1）が本問の正解である。

（ 18）農林中金アカデミー

［問 41］　マイカーローンについて述べた次の文章のうち，適切でないものがいく
つあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．マイカーローンは「車やバイクを買う」「車検に出す」「修理をする」といった
ことに使う資金を融資する「使途限定ローン」であり，結婚式の資金や子ども
の教育資金に使うために借りることはできない。

ｂ．マイカーローンのニーズを発掘する方法としては，既存のマイカーローン利用
者で，完済となった方，完済が近い方，車検の期日が遠い方をピックアップし
て，買い替えニーズを探る方法がある。

ｃ．マイカーローンに関するニーズをキャッチしたら，まずは商品の説明とＪＡ・
ＪＦのホームページ等で返済シミュレーションを行い，お客様に合った返済プ
ランを一緒に考えるとよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 42］　リフォームローンについて述べた次の文章のうち，適切なものがいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．リフォームローンは，住宅の増改築・改装・補修及び住宅関連設備等の設置に
かかる工事費用について，最長 15年の返済期間で対応するものであり，「水漏
れがする」「給湯器でお湯が沸かなくなった」「風呂の追いだきができなくなっ
た」といった不具合を直す補修もリフォームである。

ｂ．一般的なリフォームの目安は，ガス給湯器が 10年，キッチン，バス，トイレ
が 15年，屋根の葺替え，外壁の張替えが 25年とされている。

ｃ．一戸建てに住んでいる方の場合，リフォームに向けて積立を行ったり，将来の
間取りの変更について計画を立てたりすることが少ないため，築年数を見て，
「住まい心地はいかがですか？」とアプローチしながら，リフォームの話題を
引き出すとよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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リフォームローンの特徴とニーズの発掘

正解（3）	 正解率　21.8％	

解　説

ａ．適切である。テキスト№ 3，P89 ～ 90「リフォームローン」参照。

ｂ．適切である。テキスト№ 3，P90「リフォームローン」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 3，P90「リフォームローン」参照。

以上のことより，すべて適切であり，（3）が本問の正解である。
（ 18）農林中金アカデミー

［問 41］　マイカーローンについて述べた次の文章のうち，適切でないものがいく
つあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．マイカーローンは「車やバイクを買う」「車検に出す」「修理をする」といった
ことに使う資金を融資する「使途限定ローン」であり，結婚式の資金や子ども
の教育資金に使うために借りることはできない。

ｂ．マイカーローンのニーズを発掘する方法としては，既存のマイカーローン利用
者で，完済となった方，完済が近い方，車検の期日が遠い方をピックアップし
て，買い替えニーズを探る方法がある。

ｃ．マイカーローンに関するニーズをキャッチしたら，まずは商品の説明とＪＡ・
ＪＦのホームページ等で返済シミュレーションを行い，お客様に合った返済プ
ランを一緒に考えるとよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 42］　リフォームローンについて述べた次の文章のうち，適切なものがいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．リフォームローンは，住宅の増改築・改装・補修及び住宅関連設備等の設置に
かかる工事費用について，最長 15年の返済期間で対応するものであり，「水漏
れがする」「給湯器でお湯が沸かなくなった」「風呂の追いだきができなくなっ
た」といった不具合を直す補修もリフォームである。

ｂ．一般的なリフォームの目安は，ガス給湯器が 10年，キッチン，バス，トイレ
が 15年，屋根の葺替え，外壁の張替えが 25年とされている。

ｃ．一戸建てに住んでいる方の場合，リフォームに向けて積立を行ったり，将来の
間取りの変更について計画を立てたりすることが少ないため，築年数を見て，
「住まい心地はいかがですか？」とアプローチしながら，リフォームの話題を
引き出すとよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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カ ー ド ロ ー ン

正解（1）	 正解率　58.7％	

解　説

ａ．カードローンは，ネットなどによる非対面チャネルでニーズを取り込むことには適して

いる。よって適切でない。テキスト№ 3，P97「カードローン」参照。

ｂ．カードローンで考えるべきなのは金利ではなく支払利息である。よって適切でない。テ

キスト№ 3，P97「カードローン」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 3，P97 ～ 98「カードローン」参照。

以上のことより，適切なものは c. であり，（1）が本問の正解である。

（ 19） 農林中金アカデミー

［問 43］　カードローンについて述べた次の文章のうち，適切なものがいくつあるか，
（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．カードローンは，ＪＡ・ＪＦが取り扱うローン商品の中で，最も金利の高いも
のであり，ネットなどによる非対面チャネルでニーズを取り込むことには適し
ていない。

ｂ．カードローンで考えるべきポイントは，支払利息よりも金利である。
ｃ．カードローンのセールスを行う際には，「使っていただくためにセールスする」
のではなく，「いつか，使う可能性に備えて，セットしてもらう」ということ
を意識するとよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 44］　公的年金のしくみについて述べた次の文章のうち，適切なものがいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．公的年金制度においては，日本に住所のあるすべての人が一定の年齢になると
厚生年金保険に加入することが，法律により義務付けられている。

ｂ．厚生年金保険の加入者に扶養されている配偶者は，国民年金の第２号被保険者
となり，保険料は厚生年金保険の加入者が納付する保険料に含まれる。

ｃ．共済組合員は，共済年金と国民年金に加入することとなっていたが，被用者年
金の一元化により，現在は厚生年金保険と国民年金に加入している。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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公 的 年 金 の し く み

正解（1）	 正解率　54.7％	

解　説

ａ．厚生年金保険に加入しているのは民間の会社員や公務員等のみである。よって適切でな

い。テキスト№ 3，P103「（2）公的年金制度」参照。

ｂ．厚生年金保険の加入者に扶養されている配偶者は，国民年金の第 3 号被保険者となる。

よって適切でない。テキスト№ 3，P104「①国民年金の加入者」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 3，P105「③共済年金の組合員」参照。

以上のことより，適切なものは c. であり，（1）が本問の正解である。

（ 19） 農林中金アカデミー

［問 43］　カードローンについて述べた次の文章のうち，適切なものがいくつあるか，
（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．カードローンは，ＪＡ・ＪＦが取り扱うローン商品の中で，最も金利の高いも
のであり，ネットなどによる非対面チャネルでニーズを取り込むことには適し
ていない。

ｂ．カードローンで考えるべきポイントは，支払利息よりも金利である。
ｃ．カードローンのセールスを行う際には，「使っていただくためにセールスする」
のではなく，「いつか，使う可能性に備えて，セットしてもらう」ということ
を意識するとよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 44］　公的年金のしくみについて述べた次の文章のうち，適切なものがいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．公的年金制度においては，日本に住所のあるすべての人が一定の年齢になると
厚生年金保険に加入することが，法律により義務付けられている。

ｂ．厚生年金保険の加入者に扶養されている配偶者は，国民年金の第２号被保険者
となり，保険料は厚生年金保険の加入者が納付する保険料に含まれる。

ｃ．共済組合員は，共済年金と国民年金に加入することとなっていたが，被用者年
金の一元化により，現在は厚生年金保険と国民年金に加入している。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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障害基礎年金額の算出

正解（2）	 正解率　87.6％	

解　説

①子の加算額の計算（テキスト№ 3，P122「（1）障害基礎年金額」参照）

A さんには 3 人の子がおり，3 人とも 18 歳未満であるため，子の加算額は以下のとお

り算出される。

子の加算額＝（224,700 円（1 人目，2 人目の子の 1 人当たりの額）× 2 ＋ 74,900 円 

（3 人目以降の子の 1 人当たりの額）＝ 524,300 円

②基礎年金額の計算（テキスト№ 3,P122「（1）障害基礎年金額」参照）

基礎年金額＝ 780,900 円× 1.25（2021 年度価格）＋ 524,300 円（子の加算額）＝ 1,500,425 円

以上のことより，適切なものは（2）であり，（2）が本問の正解である。

（ 20）農林中金アカデミー

［問 45］　以下の前提条件をもとにＡさんの障害基礎年金額を算出し，合致する金
額を（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

〔前提条件〕
ａ．Ａさんには１級の障害がある。
ｂ．Ａさんには３人の子がおり，３人とも 18歳未満である。
ｃ．基礎年金額の計算式は，以下のとおりである。受給要件は満たしているものと
する。

【計算式】
障害等級１級　780,900円× 1.25（ 2021年度価格）＋子の加算額（※）
障害等級２級　780,900円（ 2021年度価格）＋子の加算額（※）
（※）子の加算額
１人目，２人目の子（１人につき）224,700円（ 2021年度価格）
３人目以降の子（１人につき）74,900円（ 2021年度価格）

（１）　1,305,200円
（２）　1,500,425円
（３）　1,650,225円

［問 46］　国民年金基金について述べた次の文章のうち，適切でないものがいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．国民年金基金には，第１号被保険者であれば，特定の住所地の人が加入できる
全国国民年金基金と，３つの職種別に設立された職能型国民年金基金がある。

ｂ．国民年金基金に加入できる者は，満 20歳から 59歳までの国民年金の第１号被
保険者であり，60歳以上 65歳未満の間において国民年金に任意加入する人は
加入できない。

ｃ．全国国民年金基金の加入者が，会社に就職して国民年金の第２号被保険者にな
るときは，加入員の資格を喪失することになる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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国 民 年 金 基 金

正解（2）	 正解率　40.4％	

解　説

ａ．国民年金基金には，第 1 号被保険者であれば，住所地や業種に関係なく加入できる全国

国民年金基金と，3つの職種別に設立された職能型国民年金基金がある。よって適切でない。

テキスト№ 3，P131「⑪国民年金基金」参照。

ｂ．60 歳以上 65 歳未満の間において，国民年金の任意加入をする人についても国民年金基

金への加入が可能である。よって適切でない。テキスト№ 3，P131「（1）加入資格者と加

入方法」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 3，P131「（1）加入資格者と加入方法」参照。

以上のことより，適切でないものは a，と b. であり，（2）が本問の正解である。

（ 20）農林中金アカデミー

［問 45］　以下の前提条件をもとにＡさんの障害基礎年金額を算出し，合致する金
額を（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

〔前提条件〕
ａ．Ａさんには１級の障害がある。
ｂ．Ａさんには３人の子がおり，３人とも 18歳未満である。
ｃ．基礎年金額の計算式は，以下のとおりである。受給要件は満たしているものと
する。

【計算式】
障害等級１級　780,900円× 1.25（ 2021年度価格）＋子の加算額（※）
障害等級２級　780,900円（ 2021年度価格）＋子の加算額（※）
（※）子の加算額
１人目，２人目の子（１人につき）224,700円（ 2021年度価格）
３人目以降の子（１人につき）74,900円（ 2021年度価格）

（１）　1,305,200円
（２）　1,500,425円
（３）　1,650,225円

［問 46］　国民年金基金について述べた次の文章のうち，適切でないものがいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．国民年金基金には，第１号被保険者であれば，特定の住所地の人が加入できる
全国国民年金基金と，３つの職種別に設立された職能型国民年金基金がある。

ｂ．国民年金基金に加入できる者は，満 20歳から 59歳までの国民年金の第１号被
保険者であり，60歳以上 65歳未満の間において国民年金に任意加入する人は
加入できない。

ｃ．全国国民年金基金の加入者が，会社に就職して国民年金の第２号被保険者にな
るときは，加入員の資格を喪失することになる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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確 定 拠 出 年 金

正解（3）	 正解率　10.2％	

解　説

ａ．確定拠出年金の給付額は拠出金の運用成果によって異なり，運用に失敗すれば払い込ん

だ掛金を下回ることもある。よって適切でない。テキスト№ 3，P136「（1）確定拠出年金

は不確定給付型年金」参照。

ｂ．iDeCo ＋（イデコプラス）とは，企業年金を実施していない従業員数 300 人以下の中小

企業において，iDeCo に加入している従業員の加入者掛金に対して，事業主が掛金を追加

して拠出することができる制度である。よって適切でない。テキスト№ 3，P138「（2）個

人型年金と企業型年金」参照。

ｃ．運用関連運営管理機関は，確定拠出年金の加入者が運用方法を選定する上で必要となる

各種情報の提供等を行う。よって適切でない。なお，確定拠出年金の加入者の属性やそれ

までに行ってきた運用実績の管理（口座管理）を行うのは記録運営管理機関である。テキ

スト№ 3，P138「（3）金融機関の役割」参照。

以上のことより，すべて適切でなく，（3）が本問の正解である。

（ 21） 農林中金アカデミー

［問 47］　確定拠出年金について述べた次の文章のうち，適切でないものがいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．確定拠出年金の給付額は拠出金の運用成果によって異なるが，掛金を下回るこ
とはない。

ｂ．iDeCo ＋（イデコプラス）とは，企業年金を実施していない従業員数 300人以下
の中小企業において，iDeCo に加入している従業員の加入者掛金に対して，加
入者本人が掛金を追加して拠出することができる制度である。

ｃ．運用関連運営管理機関は，確定拠出年金の加入者の属性やそれまでに行ってき
た運用実績の管理（口座管理）を行う。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 48］　相続について述べた次の文章のうち，適切なものを（１）～（３）の中から
１つ選びなさい。

（１）　遺産の分割方法は，指定分割，協議分割のいずれか１つである。
（２）　相続人が相続債務を逃れる方法として，単純承認と限定承認の２つがあり，

このうち限定承認は，共同相続人全員で行う必要がある。
（３）　自筆証書遺言の場合，本文は自筆で書く必要があるが，財産目録については

　手書きで作成する必要はない。

［問 49］　相続税の申告と納付について述べた次の文章のうち，適切でないものが
いくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．相続税の申告は，相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から
10ヵ月以内に行うことになっている。

ｂ．相続税額が 10万円を超え，納期限までに，または納付すべき日に金銭で納付
することを困難とする事由がある場合には，申請することによって，その納付
を困難とする金額を限度として最長 10年の延納が認められる。

ｃ．金銭一時納付や延納が困難な場合には，その困難な金額を限度として，その相
続により取得した有価証券や不動産を相続税の納付に充てることができる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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相続・遺産分割の方法・自筆証書遺言について

正解（3）	 正解率　47.1％	

解　説

（1）遺産の分割方法には，指定分割，協議分割，調停・審判による分割の 3 種類がある。よっ

て適切でない。テキスト№ 3，P147「（2）遺産の分割方法」参照。

（2）民法は，相続人が相続債務を逃れる方法として，相続放棄と限定承認の 2 つを定めている。

よって適切でない。テキスト№ 3，P147「（3）相続の承認と放棄」参照。

（3）適切である。テキスト№ 3，P149「③自筆証書遺言の方式緩和」参照。

以上のことより，適切なものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 21） 農林中金アカデミー

［問 47］　確定拠出年金について述べた次の文章のうち，適切でないものがいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．確定拠出年金の給付額は拠出金の運用成果によって異なるが，掛金を下回るこ
とはない。

ｂ．iDeCo ＋（イデコプラス）とは，企業年金を実施していない従業員数 300人以下
の中小企業において，iDeCo に加入している従業員の加入者掛金に対して，加
入者本人が掛金を追加して拠出することができる制度である。

ｃ．運用関連運営管理機関は，確定拠出年金の加入者の属性やそれまでに行ってき
た運用実績の管理（口座管理）を行う。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 48］　相続について述べた次の文章のうち，適切なものを（１）～（３）の中から
１つ選びなさい。

（１）　遺産の分割方法は，指定分割，協議分割のいずれか１つである。
（２）　相続人が相続債務を逃れる方法として，単純承認と限定承認の２つがあり，

このうち限定承認は，共同相続人全員で行う必要がある。
（３）　自筆証書遺言の場合，本文は自筆で書く必要があるが，財産目録については

　手書きで作成する必要はない。

［問 49］　相続税の申告と納付について述べた次の文章のうち，適切でないものが
いくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．相続税の申告は，相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から
10ヵ月以内に行うことになっている。

ｂ．相続税額が 10万円を超え，納期限までに，または納付すべき日に金銭で納付
することを困難とする事由がある場合には，申請することによって，その納付
を困難とする金額を限度として最長 10年の延納が認められる。

ｃ．金銭一時納付や延納が困難な場合には，その困難な金額を限度として，その相
続により取得した有価証券や不動産を相続税の納付に充てることができる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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相 続 税 の 申 告 と 納 付

正解（1）	 正解率　56.9％	

解　説

ａ．適切である。テキスト 3，P164「③申告書の提出期限」参照。

ｂ．相続税額が 10 万円を超え，納期限までに，または納付すべき日に金銭で納付すること

を困難とする事由がある場合には，申請をすることによって，その納付を困難とする金額

を限度として最長 20 年の延納が認められる。よって適切でない。テキスト№ 3，P165「②

延納」参照。

ｃ．適切である。テキスト№ 3，P166「③物納」参照。

以上のことより，適切でないものは b. であり，（1）が本問の正解である。

（ 21） 農林中金アカデミー

［問 47］　確定拠出年金について述べた次の文章のうち，適切でないものがいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．確定拠出年金の給付額は拠出金の運用成果によって異なるが，掛金を下回るこ
とはない。

ｂ．iDeCo ＋（イデコプラス）とは，企業年金を実施していない従業員数 300人以下
の中小企業において，iDeCo に加入している従業員の加入者掛金に対して，加
入者本人が掛金を追加して拠出することができる制度である。

ｃ．運用関連運営管理機関は，確定拠出年金の加入者の属性やそれまでに行ってき
た運用実績の管理（口座管理）を行う。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 48］　相続について述べた次の文章のうち，適切なものを（１）～（３）の中から
１つ選びなさい。

（１）　遺産の分割方法は，指定分割，協議分割のいずれか１つである。
（２）　相続人が相続債務を逃れる方法として，単純承認と限定承認の２つがあり，

このうち限定承認は，共同相続人全員で行う必要がある。
（３）　自筆証書遺言の場合，本文は自筆で書く必要があるが，財産目録については

　手書きで作成する必要はない。

［問 49］　相続税の申告と納付について述べた次の文章のうち，適切でないものが
いくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．相続税の申告は，相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から
10ヵ月以内に行うことになっている。

ｂ．相続税額が 10万円を超え，納期限までに，または納付すべき日に金銭で納付
することを困難とする事由がある場合には，申請することによって，その納付
を困難とする金額を限度として最長 10年の延納が認められる。

ｃ．金銭一時納付や延納が困難な場合には，その困難な金額を限度として，その相
続により取得した有価証券や不動産を相続税の納付に充てることができる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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贈 与 税 額 の 算 出

正解（3）	 ⇒	全員正解とさせていただきます（※）。

解　説

贈与税の計算税率及び控除額は，2015 年 1 月 1 日以降の贈与から「20 歳以上の子や孫な

どが直系尊属から贈与を受けた財産の場合」と「それ以外の場合」に区別されているが，本

問の場合は 20 歳であるため，「20 歳以上の子や孫などが直系尊属から贈与を受けた財産の場

合」に該当する。したがって，400 万円の贈与の場合の税率は 15％，控除額は 10 万円となる。

次に贈与税の計算式は，以下のとおりである（テキスト№ 3，P168「（2）贈与税計算の

あらまし」参照）。

（その年分の課税価格−贈与税の配偶者控除−贈与税の基礎控除額）×贈与税の税率 

−控除額＝贈与税額
（ 22）農林中金アカデミー

［問 50］　20歳の孫が祖父から年間で 400万円相当の贈与を受ける場合の贈与税額
について，以下の速算表をもとに算出し，合致するものを（１）～（３）の中か
ら１つ選びなさい。なお，贈与税の基礎控除額は 110万円，贈与税の配偶者
控除額はなし（０円）とする。

［贈与税の速算表］

課税価格（※）
20歳以上の者への直系尊属からの贈与 左記以外の贈与

税率 控除額 税率 控除額

200万円以下 10％ － 10％ －

300万円以下
15％ 10万円

15％ 10万円

400万円以下 20％ 25万円

600万円以下 20％ 30万円 30％ 65万円

1,000万円以下 30％ 90万円 40％ 125万円

1,500万円以下 40％ 190万円 45％ 175万円

3,000万円以下 45％ 265万円 50％ 250万円

4,500万円以下 50％ 415万円
55％ 400万円

4,500万円超　 55％ 640万円

※課税価格＝その年分の課税価格－贈与税の配偶者控除額－贈与税の基礎控除額

（１）　230,000円
（２）　330,000円
（３）　335,000円
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これに当てはめると，贈与税額は以下のとおりとなる。

（4,000,000 円− 0 円− 1,100,000 円）× 15％− 100,000 円＝ 335,000 円

以上のことより，適切なものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

※ 問 50 は，出題元である通信教育講座「渉外基礎」のテキストに不備がありましたので，

全員正解とさせていただきます。
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問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解

問１ １ 問11 ３ 問21 ２ 問31 ２ 問41 １

問２ １ 問12 １ 問22 １ 問32 ２ 問42 ３

問３ ３ 問13 ２ 問23 ２ 問33 ３ 問43 １

問４ ３ 問14 １ 問24 ３ 問34 １ 問44 １

問５ １ 問15 ２ 問25 ３ 問35 ２ 問45 ２

問６ ２ 問16 ３ 問26 ２ 問36 １ 問46 ２

問７ ３ 問17 ２ 問27 ２ 問37 １ 問47 ３

問８ ２ 問18 １ 問28 ３ 問38 ３ 問48 ３

問９ １ 問19 ３ 問29 １ 問39 ２ 問49 １

問10 ３ 問20 １ 問30 ３ 問40 ２ 問50 ３
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正解一覧表


