


（ 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］　セールス時の段取り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）　取引のあるお客様と会う前には，年齢・職業・住所など，あらかじめ調べら
れる情報についてはしっかり入手しておき，面談をより質の高いものにする。

（２）　面談の目的は，まずは「さらなるお客様の情報を得ること」「お客様のニー
ズを発掘すること」「お客様におすすめの商品を提案すること」である。

（３）　「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」という心がけが大切であ
る。

［問２］　セールスを行う際に誤解しがちな３つの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）　お客様と会話を進める際には，定期積金やローンなど特定の商品に絞って，
ニーズを発掘するようなアプローチが望ましい。

（２）　他の金融機関に保有する資産について，不快な思いをさせないよう雑談の中
に質問を盛り込むなど，注意しつつ聞き出し，お客様の現状に即した商品提案
を行うことが大切である。

（３）　お客様との会話にて，両親や子供・孫の話が出てきても，異なる家計である
場合は取引につながる可能性は低いため，話題を掘り下げる必要はない。

［問３］　一般的なセールスの流れとその説明について，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．「アポイント」においては，お客様が在宅している可能性の高い時間帯に連絡
すること，訪問するルートの効率を考えながらアポイントを取ることが重要で
ある。

ｂ．「訪問先に到着」したら，表札や玄関，お客様が所有している車の車種などに
着目し，あらゆる場所を観察してニーズを発掘する。

ｃ．「商品説明」の段階においては，その商品で定められているお客様に伝えるべ
き内容を漏れなく伝えることが重要であり，お客様が理解されたかの確認は，
成約時に行う。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

渉　外　基　礎



（ 2）農林中金アカデミー

［問４］　訪問先を決めるまでの手順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．セールスの見込がありそうな先を決め，その見込先の中から訪問先を決める。
ｂ．見込先を決める際には，広い視野を持つことが大切であり，前任担当者の引継
書に記載されている見込先だけにとらわれると，視野が狭くなるため注意が必
要である。

ｃ．すでに取引しているお客様に満足してもらうことも必要だが，自 JＡ・ＪＦと
取引のないお客様を獲得することが，まずは大切である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［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，適切で
ないものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　定期貯金の満期が近づいているお客様は，ＪＡ・ＪＦとの取引に十分に満足
していただいているため，積極的に訪問せずとも，自然と新たな取引へとつな
がることが多い。

（２）　証券会社から定期的に入金があるお客様は，証券会社で投資信託を保有して
いる可能性があるため，マーケットの動きなどの話から，投資信託などのニー
ズを喚起する。

（３）　定期貯金にちょうど 1,000 万円の残高があり，数年間動きのないお客様には，
複数の金融機関に分散して預けている可能性があり，こうした場合には取引金
融機関が多いと管理が大変で，相続発生時に相続人が苦労する可能性を説明し，
ＪＡ・ＪＦとの取引拡大を促す。
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［問６］　既存のお客様から新規のお客様を紹介いただく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．自分の金融資産について友人・知人に知られたくないという気持ちはあるもの
の，預かり資産は，値上がりの期待できる商品であるため，ぜひお勧めしたい
という心理から，金融機関の担当者へ友人・知人を紹介することに積極的であ
る。

ｂ．友人や知人が購入した預かり資産に損失が出てしまうリスクはあるものの，金
融機関との関係強化につながると考えるため，友人や知人の紹介には積極的で
ある人が少なくない。

ｃ．人に良くしてもらったら，お返しをせずにはいられないという「協調性」の性
質により，お客様のニーズにしっかり応えることで，お客様の友人や知人の紹
介といった形で新規のお客様の情報を得ることができる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［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
でないものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　各金融機関では，金融商品販売法（ 2021 年 11 月１日より「金融サービス提
供法」に改称）に基づいて勧誘方針を策定し公表しているため，所属するＪＡ・
ＪＦの勧誘方針等に従って勧誘を行うよう，心がけなければならない。

（２）　電話は相手の都合も顧みずに，勝手にベルを鳴らして電話口に呼び出すとい
うツールであるため，マナーや第一印象が大切なポイントとなる。

（３）　渉外活動において応対力を上達させるには，基礎となる金融リテラシーの自
己研鑽が大切なため，いろいろなお客様と何度も接触を繰り返すことは避ける
べきである。
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［問８］　大口の振込があったお客様とアポイントを取る際の注意点について述べた
次の文章のうち，適切でないものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ
選びなさい。

ａ．大口の振込があったお客様に対し，感謝の気持ちを伝えたうえで適切にアプ
ローチを行っても，セールスに結びつくことはまれである。

ｂ．大口の振込の場合，お客様は警戒心が強くなっているため，入金がどんなお金
で，今後の使い途は何かなどの情報を得ることは難しく，まずはお電話口で，
お客様の属性情報を確認することが大切である。

ｃ．被相続人の死亡による相続の発生は，お客様に大きな負担のかかる出来事であ
り，プライベートかつデリケートなことであるため，お役に立てることは少な
いことから，お悔やみを伝える程度にとどめた方がよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問９］　訪問計画を立てる際の注意点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）　時間を有効に使うには，いかに綿密な訪問計画を立てられるかがカギであり，
移動時間を少なくすることが大事であるため，お客様の都合に合わせられなく
なってしまってもやむを得ない。

（２）　スケジュールを組むときにはまず，自由に使える時間をどれだけ確保する必
要があるかを考え，次に，空いた時間でその日のうちに対応しなければならな
い案件を組むように，訪問計画を立てていくことが重要である。

（３）　訪問計画表には，お客様の氏名や取引内容などが記載されており，紛失して
第三者に見られてしまうと，個人情報の漏洩として後日のトラブルに発展して
しまう危険性があるため，厳重に管理する必要がある。
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［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．訪問計画表を翌週の分まで作成しておけば，スケジュールの骨組みができるた
め，お客様からアポイントを求められても，どの時間に予定を入れればよいか
がひと目で分かるなど，早くから訪問計画を立て始めるメリットはたくさんあ
る。

ｂ．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など，移動に
おける無駄を発見した場合であっても，一度約束したアポイントを変更するこ
とはせず，約束は必ず守るという姿勢を見せることが金融機関として大切であ
る。

ｃ．予定を詰めすぎてしまうと，後のアポイントに遅刻してしまったり，後のアポ
イントを気にするあまり，前のアポイントのお客様との会話に身が入らなく
なってしまったりする危険性があるが，効率的な活動をするために，アポイン
トの間に余裕を持たせる必要はない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 11］　訪問計画表を作成する際のポイント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日ごとの訪問計画表については，前週末の業後などの時間を利用して，週次
の業務として作成する時間を取り，まずは時間軸を決め，現在取得しているア
ポイントや集金の予定などをできるだけ詳しく書き込む。

ｂ．すでに決まっているアポイントについては，時間・お客様の名前・訪問目的・
必要書類等持ち物・出発前に調べることなどを明記し，訪問目的は，アポイン
トを取る際に自分で話した目的のみを記載する。

ｃ．渡さなければいけない資料や，伝えなければいけない事柄などがある場合にも
きちんと記載することにより，当日に訪問計画表を見るだけで，忘れ物をせず
に出発の準備ができるようにする。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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［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，
適切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．ビジネスマナーは，あいさつの仕方や文書の書き方，仕事上で上下関係に気を
配ることなど，ビジネスの場で恥ずかしくないようにするための作法である。

ｂ．初対面の人と会うときには，顔や服装など，見た目の印象で判断・評価される
が，服装などの身だしなみで際立ったアピールをすることが，「相手にプラス
の印象を与える」ことにつながるため，営業担当者として好ましい。

ｃ．どんなに親しくなったからといって，ＪＡ・ＪＦとお客様という関係を外れた
言葉遣いは，慎しまなければならない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 13］　ローン商品の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，
適切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．融資先の従業員にセールスする場合，アプローチの段階においては，「ローン
の申込をしてくれなければ御社との取引は打ち切る」というような，不公正な
取引方法の“優越的地位の濫用”を行わないように注意しなければならない。

ｂ．審査の段階では，お客様の年収などの個人情報を第三者である地方自治体に提
供することについて，必ず書面などで同意を得なければならない。

ｃ．申込受付前の段階では商品性についての説明を行い，実行時（受付後）には，融
資額や金利・返済期間・万一返済できなかった場合の対応など，具体的な融資
条件について説明する。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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［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．お客様と会ってからどのような切り口で，何をセールスするのか，その際の
きっかけとしてどんなパンフレットを使用するか，成約するときには何の書類
が必要になるのか，書類を預かるには何が必要かなど，自分なりにストーリー
を描きながら考えることが大切である。

ｂ．訪問の事前準備としては，日常の渉外業務を記録した顧客管理カードや，貯金
通帳に記載された情報をチェックするが，それらはあくまでも過去の情報であ
ることから参考程度にとどめ，訪問時あるいは来店時に「いま何が必要か」を
はっきりと質問すればよい。

ｃ．訪問時には，提案を予定しているローン商品のチラシのみを持って行き，お客
様が提案した商品と異なるローン商品に興味を示した場合には，改めて訪問の
時間をいただくこととし，しっかりと準備を整えてから再訪問すればよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［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．いつも何気なく通り過ぎているところにも，意外に多くの情報があるため，訪
問先までの道中は気を抜かずに様々なものをチェックし，多くの情報を入手す
ることが大切である。

ｂ．担当しているお客様が不幸にも亡くなられた場合，金融機関に真っ先に連絡し
てくる人はそう多くはいないため，訃報の情報が入手できる町内の掲示板は見
るようにした方がよい。

ｃ．助成金などの情報は，役所などに行って詳しいことを調べた後に，必要とされ
るお客様にお伝えすると喜ばれると見込まれる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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［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．一度沈黙が続くと次の話題に切り替え難くなってしまうため，「今の話題はお
客様が興味を示していない」と判断したら，自然に次の話題を切り出すことが
大切である。

ｂ．お客様の体調が悪い，急用で出かけなければならないと顔色や空気から察せら
れるなど，雑談に適していない状況だと判断した場合には，すぐさま本題に入
り，まとめることが重要である。

ｃ．「お客様に自分のことを知ってもらう」前に，「お客様を知る」ことから始め，
自分とお客様の間に共通点を見つけることができたなら，その話題から入ると
よい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［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
のを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　お客様の趣味に対してまったく知識がない場合は，相槌を打ちつつ，できる
だけお客様に話してもらい，少しずつ自分にも知識のある話題に会話を誘導す
るとよい。

（２）　孫がいないお客様に孫の話題を出すと，気分を害してしまう可能性があるた
め，営業促進の面からは，孫のいる世代であっても探りを入れることは避けた
方がよい。

（３）　「お金をいくら持っていますか」の問いに対し明確に答えてくれる人は決し
て多くはないが，不動産に関しては比較的抵抗なく話してくれる傾向にある。

［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
切でないものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　お客様との話題探しにおいては，多くの人が購読している一般紙（地方紙）や
スポーツ紙の内容よりも，むしろ経済新聞の内容から探すとよい。

（２）　デパートなどへ行き，最上階から地下まで専門店などをゆっくりと見ていく
ことで，ひととおりのブランドが把握でき，高級品について広く知ることにつ
ながる。

（３）　旅行に関する情報・知識を収集するには，旅行雑誌を講読することも有効だ
が，旅行会社に置いてあるパンフレットにひととおり目を通すのもよい。
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［問 19］　お客様から聞き出すことのできる情報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．会話を円滑に進めるためのお客様の属性情報は，きっかけがあってもお客様が
自ら話してくれることは少ないものの，直接セールスに結びつくものも多いた
め，しっかりと質問をして，メモを取り，セールスの成果につなげることが目
的となる。

ｂ．セールスにつながるニーズ発掘情報は，お客様が自ら話してくれることが多く
あるが，必要となる情報を雑談の中で確実に聞き出すには，会話の流れをコン
トロールしていく必要がある。

ｃ．お客様の属性情報の例としては，資産状況・投資経験・家族構成などが挙げら
れる。セールスにつながるニーズ発掘情報の例としては，お客様の趣味や孫の
成長記録などが挙げられる。両方とも大切な情報だが，性格が違うため，分け
て考える必要がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［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，適切なものがい
くつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．大切な情報やメモがどこにいったか分からなくなったり，なくしたりしないた
めには，ノート形式のものに書き，すべてを一括で管理できる状態にするのが
よい。

ｂ．システム手帳を使ってお客様の情報をまとめる際には，同じお客様の情報を
１ヵ所にまとめておくなど，情報を効率よく取り出すことを優先する。

ｃ．「情報管理」「顧客情報」の観点から，顧客番号・顧客名・郵便番号・住所・電
話番号などをお客様ごとに記入して，だれが見てもひと目で分かるものを作成
することが必要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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［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．相手の話を漫然と聞いているだけでは，相手とのリレーションは進展しないた
め，会話の一番の基本である「自分が話す」という行為を意識し，相手に対し
て積極的に話題を振り，ニーズにつながりそうな発言を引き出すことが大切で
ある。

ｂ．お客様の好みや投資スタンスを測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ため，趣味趣向が強く反映され
る雑談をアイスブレイクとして，キーワードを聞くための金融商品の会話へと
つなげる。

ｃ．キーワードは，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であり，お客様の口から出てきた本音で，セールス
に直接結びつけていくことができる「お客様の想い」ともいえる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 22］　「最近，株価が上がっている」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，適切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

ａ．「最近，株価が上がっている」という発言があった場合は，お客様の運用経験
を聞き出すきっかけになるため，「株式をお持ちなんですか？」「日経平均株価
に連動した投資信託をお持ちなんですか？」などと聞いてみるとよい。

ｂ．運用経験があることが分かった場合は，それだけで十分に資産運用のニーズが
あることが見込まれることから，提案する商品の幅を持たせるためにも，あま
り踏み込んだ話はせずに，次のアポイントにつなげる。

ｃ．お客様に株式の運用経験があり，日経平均株価をチェックするなどマーケット
への関心も高いが，世界の動きまで把握するのは難しいと感じている場合には，
運用のプロに資産運用を託すような商品を提案する方向で，話を進めていけば
よい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ



（ 11） 農林中金アカデミー

［問 23］　定期貯金について「金利が低い」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，適切でないものを（１）～（３）の中から１
つ選びなさい。

（１）　定期貯金の金利に不満をもつお客様に対しては，どのような目的の運用なの
かを聞くまでもなく，元本割れのリスクが伴う積極的な資産運用をアドバイス
することが，お客様のニーズにかなう最適な提案といえる。

（２）　お客様との会話で，将来の教育費に備えた資金ニーズが聞き出せた場合には，
債券などの比較的安全性の高い商品を中心に積立投資による資産づくりをおす
すめするのが，定期貯金に代わるお客様のニーズにかなう運用アドバイスとい
える。

（３）　一口に「金利が低い」「元本割れは困る」といっても，教育費などの将来の
負担を把握しておらず，漠然とした不安を抱えているケースは少なくないため，
具体的にどれだけかかるかのデータを紹介すると，資産運用にも関心を持って
もらえる可能性が高くなる。

［問 24］　他金融機関に対する不満を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．お客様との会話で，「他の金融機関への不満」が出てくること自体は少ないが，
いざ出てきた場合は，「投資信託を購入したものの，その後連絡がない」とい
う不満は少なくない。

ｂ．他の金融機関への不満のあるお客様は，その不満を解決できれば，自ＪＡ・Ｊ
Ｆのお客様としてのリレーションが，さらに深くなる可能性が高い。

ｃ．お客様の不満は金融機関ごとに特徴が異なるため，お客様が発言する他金融機
関の悪口に同調し，本音を引き出すことで，ＪＡ・ＪＦとの取引に誘導するこ
とが大切である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ



（ 12）農林中金アカデミー

［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，
適切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．自宅には，お客様やその家族の想いが染み込んでいる箇所があり，そのような
箇所を見つけ出して話を展開し，少しずつお客様の考え方や趣味趣向を明らか
にすることで，ニーズの発掘につなげる。

ｂ．外観の古い家に住んでいるお客様は，どちらかといえば貯蓄率が高く，金融資
産が多い傾向にあるため，預かり資産を活用した資産運用の提案が有効となる
可能性が期待される。

ｃ．ホームグラウンドであるお客様のお宅で特徴的な何かを見つけた際には，会話
の中に積極的に盛り込むことで会話が弾み，今まで聞けなかった情報が出てく
る可能性が高まる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［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．広い敷地を先祖から承継してきたお客様は，相続税の負担などで苦労してきた
ことも考えられるため，相続に関するアドバイスをきっかけとして，取引につ
なげることができる可能性がある。

ｂ．庭の手入れといった定期的にメンテナンスが必要な費用については，株式投資
による配当や売却益といった収入を話題にアプローチしていく。

ｃ．二世帯住宅の場合，相続が「争族」になり，家族がもめることも少なくないた
め，家の名義などをヒアリングできたら，まずは一般的な相続対策のアドバイ
スをして関係を築いていくとよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ



（ 13） 農林中金アカデミー

［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，適切なも
のを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　臨時的な報告はタイミングが大切であり，「悪い話はすぐに」といったこと
を心がけ，上席者が必要なときにきちんと伝えることが大切である。

（２）　上席者への報告が多段階になればなるほど，報告内容の歪みの度合いが大き
くなる危険性があり，これを防止するには，事実やデータよりも自分の考えを
正確に話すことが大切である。

（３）　上席者への報告の場面では，その場にふさわしい言葉を使うことを心がけ，
例えば「考え方」なら「理念」など，やや難しい言葉に置き換えることが大切
である。

［問 28］　トラブル発生時および発生後の対応について述べた次の文章のうち，適
切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．悪い情報は，時間をかけてでも事実確認をしっかりとしてから正確に報告をす
ることで適切な対応が図られ，さらなるトラブルを未然に防止することが可能
となる。

ｂ．一般に，人には「他人に良く思われたい」という心理があり，自分の欠点や弱
みを隠そうとする意識が強くなるため，お客様とのトラブルについても自分で
解決すればよいと思いがちになり，上司に報告しなかったために大きな問題に
発展してしまうこともあることに注意すべきである。

ｃ．お客様との間でトラブルがあった場合でも卑屈になりすぎず，「良い経験をさ
せていただいた」という気持ちを持ち，今回の失敗を糧として，もう二度とト
ラブルを起こさないという決心が大切である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ



（ 14）農林中金アカデミー

［問 29］　上席者を活用すること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．すべてのことについて，自分１人で何とかしようとするには限界があり，自分
で判断できないことを含め仕事をまとめていくには，上席者をうまく使うこと
が大切である。

ｂ．上席者は，成果に結びつく可能性の高いニーズから相談を上げてほしいと思っ
て待っており，特に報告の頻度が低い部下からは，どんなニーズが来るのか期
待して待っている。

ｃ．上席者が相談を受けた後に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ことが一般的であり，部下は適切な経過報告を
行うことが重要である。

（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
のがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．セールスとは，本部から指示された目標を達成するため，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，このスタイルをしっかり貫くことがお客
様の満足につながる。

ｂ．ＪＡ・ＪＦが力を入れて販売したい金融商品の特徴を理解し，そこからお客
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，その商品を
「おすすめすること」がセールスである。

ｃ．お客様に満足していただくには，お客様の情報を数多く収集して，個々のお客
様のニーズを把握・発見し，お客様のサイドに立ったセールスを展開する必要
がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ



（ 15） 農林中金アカデミー

［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，適切でないもの
を（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

（１）　お客様と最も親しく近い距離で接することができる渉外担当者の情報量は，
店全体のセールスの成果・実績に大きな影響を与える。

（２）　土地の売却代金のことや退職金情報など，大口のものが収集すべき情報で
あり，「お客様を知ろう」という気持ちで会話をするうちに収集される情報は，
不確かなものも多いため不要である。

（３）　小さな情報を積み上げ，整理や分析・加工することで，取引の深耕や拡充に
つながる情報の蓄積となり，そうした情報に基づいて実践・行動することで，
情報が生かされる。

［問 32］　お客様に決断を促す際の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）　担当者がクロージングのタイミングを計ることは難しいため，お客様から送
られるシグナルを上手につかんで，押しの“ひとこと”を効果的に使うことが
大切である。

（２）　「どうしようか」との迷いから生じる沈黙の時間には，「誰かに決断してもら
いたい」といった気持ちもあるが，担当者はお客様自身の判断を尊重すべく，
決断していただけるまで，アクションを起こさずに，ひたすら待つことが大切
である。

（３）　お客様から出されたシグナルをキャッチし，逆転法や逆質問法など切り返し
の基本話法を上手に使いこなすことで，迷いから決断へと導くことができるよ
うになる。

［問 33］　セールスの成果を上げるためのポイントについて述べた次の文章のうち，
適切なものがいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．担当者自身が「セールスには押しつけというイメージがある」と，セールスに
対してマイナスイメージを持っていることが，セールスの苦手意識につながっ
ていると考えられる。

ｂ．いくらお客様のお得になるからとセールスをしても，担当者自身がお客様に受
け入れていただけなければ，逆効果となってしまう可能性がある。

ｃ．セールスとは，お客様のニーズに合った商品やサービスをおすすめすることで，
お客様にとってお役に立つ商品であることを，十分に理解していただけるよう
な説明が必要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ



（ 16）農林中金アカデミー

［問 34］　流動性メイン化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．普通貯金の入出金による決済機能を使い，自動的に「入る」「出る」のパイプ
をつけることを「流動性メイン化」という。

ｂ．流動性メイン化により，低コスト資金の滞留，自動振込や自動支払いによる継
続取引，取引の拡充・深耕のきっかけとなる情報が入手しやすくなることが望
める。

ｃ．総合口座に組み入れる定期貯金や普通貯金から，自動的・定期的に積立をする，
そしてさらに定期性貯金へとランクアップしていくというように，貯金取引の
集中化についても「流動性メイン化」といえる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 35］　お客様の期待とサービス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）　来店されるお客様は，各々様々な期待を持っており，そうした「事前期待」
を満たすことができて初めて，「このＪＡ・ＪＦはなかなかサービスがよい」
と評価していただけるものである。

（２）　サービスを大きく分けると，目に見えたり手にとったりできる「有形のサー
ビス」と，お客様の満足感や信用・信頼感などの「無形のサービス」になる。

（３）　お客様には，時代や環境が変化しても変わらずに求める期待があるだけでな
く，経済情勢によって変わる期待もあるが，前者の期待に応える努力が必要で
ある。

［問 36］　電話セールスの苦情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．電話セールスが苦情につながってしまった場合には，お客様のご不快に対して
まずはきちんとお詫びをし，そのうえで，お客様の話をきちんと聴く。

ｂ．電話セールスの苦情に対しては，先輩や上司に電話を代わって対応してもらう
ことは避け，自分自身で原因を見極め，誠心誠意対応することが，お客様を落
ち着かせる最善の方法である。

ｃ．電話セールスでは「保留が長い」「折返しの電話がない」といったクレームが
多いが，これらは相手が見えないため，お客様の不安感が増し，待ち時間がよ
り長く感じられることがクレームの一因である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ



（ 17） 農林中金アカデミー

［問 37］　大口定期貯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．大口定期貯金は，預入金額が 1,000 万円以上であれば，スーパー定期貯金など
よりも高い金利を付ける場合があるという商品である。

ｂ．ＪＡ・ＪＦに 1,000 万円ちょうどの大口定期貯金を作成されているお客様は，
他金融機関でも 1,000 万円の大口定期預金をお持ちの可能性がある。

ｃ．ＪＡ・ＪＦは破たん未然防止システムという公的制度に加入しており，セーフ
ティネットが充実しているため，ペイオフを気にされるお客様へのアプローチ
の効果が期待される。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 38］　期日指定定期貯金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．期日指定定期貯金は，最長５年間の預入期間で，１年間の据置期間経過後は
３ヵ月以上前に申し出ることで，５年までの間で自由に満期日を決めることが
できる商品である。

ｂ．一部の資金を何回かに分けて引き出すことはできず，満期日に全額を引き出す
必要のある商品である。

ｃ．使うことは確実なものの，使う時期，金額が確定していないといった資金には，
期日指定定期貯金がマッチする。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ



（ 18）農林中金アカデミー

［問 39］　公共料金自動支払い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．電気料金であれば，電力会社等からＪＡ・ＪＦのお客様の口座に支払い請求が
かけられ，自動的に引き落とされることで決済されるサービスである。

ｂ．期日には必ず引き落とされるため，「うっかり忘れてしまった」といった事態
は未然に防ぐことができ，口座の残高が不足していた場合でも事前に設定され
た金額以下であれば決済される。

ｃ．お客様にとってのネックは，「手続きが面倒ではないか」という心理よりも，
「誤った金額が決済されるかもしれない」という心理にあるが，自動支払いの
仕組みを丁寧に説明すれば，ご納得いただける。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 40］　個人ローン提案における課題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．住宅ローンを借りる時には，「最も条件の良い住宅ローンのある金融機関」や
「ハウスメーカーが推薦した金融機関」よりも，給与振込などがあり，担当者
とも顔なじみの「メインバンク」を選ぶ方が多い。

ｂ．ローンセンターで住宅ローンを取り扱う比率が高くなったことから，支店に
ローンの知識がある人が減ってしまったが，ローンセンターのおかげで取りこ
ぼすことなく，お客様を獲得できている。

ｃ．近年では，消費者金融と比べて安易な貸付を行わない金融機関が，消費者金融
を代替するようなかたちでカードローンを提供することに対し，社会的な評価
が得られているため，積極的に貸付を行うことが望ましい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ



（ 19） 農林中金アカデミー

［問 41］　住宅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．住宅ローンについては，個人のお客様が支店に相談に来店されることが７割以
上あり，ハウスメーカーの営業社員がローンセンターに案件を持ち込むケース
は多くない。

ｂ．「返せる金額ではなく，借りられる金額を考えたほうがよいですよ」といった
アドバイスを行いながら，できる限り多く借りていただけるように提案する。

ｃ．「今の低金利がずっと続くと思うなら変動金利」，「上昇していくと思うなら固
定金利」といった「見方」よりも，過去 30 年の金利から変動金利が優れてい
ることを理解していただき，適切な判断を促すことが大切である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 42］　教育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．学費と同額の定期貯金があったとしても，想定外の出費の可能性を考えると，
「無理せず，上手に教育ローンを利用する」ことが，お客様にとってよりよい
選択になる。

ｂ．一般的には，教育ローンは両親が返済するのに対し，奨学金は学生本人が返還
するものであり，最近では，奨学金よりも教育ローンを利用するお客様が増え
ている。

ｃ．一般的に，金利は教育ローンよりも奨学金のほうが高く，「教育費を子どもに
負担させたくない」と考えるお客様には，教育ローンの利用が適している。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ



（ 20）農林中金アカデミー

［問 43］　フリ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．フリーローンは，生活に必要な資金以外の事業性資金，営農資金，ＪＡ・ＪＦ
または他金融機関からの借り換えなどの負債整理資金について，幅広く対応す
る商品である。

ｂ．フリーローンの対象は，契約時 18 歳以上・完済時 71 歳以下の方，借入期間は
６ヵ月から 10 年，借入金額は 10 万円から 500 万円という商品性である（完済
時年齢や商品性の詳細等はＪＡ・ＪＦの地区によって異なる）。

ｃ．今も「借金はなるべくしないほうがよい」という昔の価値観が残っている時代
であり，上手にローンを使い，お客様の思い描くライフイベントを実現してい
ただくことの魅力を，しっかりとご説明する。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 44］　公的年金の受給資格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．国民年金から支給される老齢基礎年金を受給するための必要加入期間（受給資
格期間）は，10 年（ 2017 年８月以前は原則 25 年）以上である。

ｂ．老齢厚生年金を受給するための要件は，厚生年金保険の被保険者期間が１ヵ月
以上あり，老齢基礎年金の必要加入期間を満たしていることである。

ｃ．老齢厚生年金は，老齢基礎年金の受給要件を満たしている人が，原則として
65 歳から受給でき，老齢基礎年金の代わりに支給されるものである。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ



（ 21） 農林中金アカデミー

［問 45］　以下の前提条件を基に，Ａさんの在職老齢年金の支給停止額について算
出し，適切なものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

〔前提条件〕
・67 歳で在職中のＡさんの賃金（総報酬月額相当額）は 30 万円である。
・老齢厚生年金は 15 万円，老齢基礎年金は５万円である（ともに月額）。
・支給停止額の計算式は，下表のとおりである。

65 歳以上の在職老齢年金の支給停止額（月額）
・「総報酬月額相当額＋基本月額≦支給停止調整額」の場合
　→支給停止額＝０（全額支給）
・「総報酬月額相当額＋基本月額＞支給停止調整額」の場合
　→支給停止額＝（総報酬月額相当額＋基本月額－支給停止調整額）× 50％

※支給停止調整額＝ 47 万円（ 2021 年度）

（１）　 ０万円
（２）　1.5 万円
（３）　 ３万円

［問 46］　特別支給の老齢厚生年金の段階的廃止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）　2000 年の改正により，厚生年金に加入している人の場合，1961 年４月２日
以降生まれの男性および女性からは，共済組合員を除き，完全 65 歳年金支給
開始となる。

（２）　1997 年１月に発表された「日本の将来推計人口」では，わが国の少子高齢
化は 1991 年の予想を下回る速さではあったが，年金制度に大きな影響を与え
ることが明らかになった。

（３）　特別支給の老齢厚生年金の定額部分の段階的廃止が決定されたが，その前提
となったのは，1991 年の将来推計人口である。
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［問 47］　高年齢雇用継続給付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）　高年齢雇用継続基本給付金は，60 歳以降雇用保険の被保険者として引き続
き雇用される場合，支給対象月の賃金額が 60 歳到達時の賃金月額の 75％未満
に低下した状態で雇用されている人（被保険者期間５年以上）に支給される。

（２）　高年齢再就職給付金の支給要件は，再就職後の賃金額が「直前の離職時の賃
金月額と比べて 75％未満に低下していることと，被保険者期間が５年以上あ
ること」である。

（３）　高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は，65 歳に到達した月から 70 歳に達
する月までであり，高年齢再就職給付金の支給期間は，再就職した日の前日に
おける基本手当（失業等給付）の支給残日数に応じて１年または２年である（た
だし，被保険者が 65 歳に達した場合は，65 歳に達した月まで）。

［問 48］　遺言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．遺言は，意思能力があり，12 歳に達していれば，誰でも書くことができる。
ｂ．自筆証書遺言とは，遺言者が自ら遺言内容および日付を筆記し，記名押印する
ことにより作成するもので，自筆が要件だが，財産目録においてはワープロ作
成も可能である。

ｃ．公正証書遺言とは，遺言者が公証人を訪ねるか，自宅等に呼んで遺言内容を口
述し，それを公証人が筆記することにより作成され，証人が２名以上必要であ
る。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 49］　相続税の対象となる財産について述べた次の文章のうち，適切な文章の
組み合わせとして正しいものはどれか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．民法上，相続財産とはいえない生命保険金・死亡退職金などは，相続税法上は
「みなし相続財産」として課税の対象となる場合がある。

ｂ．家屋やマンション等を賃借している場合の借家権は相続財産となり，当然に遺
産分割の対象となるため，例外なく相続税の課税対象となる。

ｃ．相続した財産でも，その財産の性質や国民感情，公益的配慮，社会政策などの
理由から，相続税の非課税財産とされるものもある。

（１）　ａ．とｂ．
（２）　ａ．とｃ．
（３）　ｂ．とｃ．
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［問 50］　以下の前提条件と相続税の速算表をもとに，Ａさんが納付すべき相続税
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〕
・ 被相続人はＡさんの父であり，相続人はＡさんの他に，Ａさんの母およびＡさん
の弟である。各人が民法で定める法定相続分のとおり遺産分割を行うこととする。
・ 課税価格の合計額は１億 6,800 万円であり，基礎控除額差引後の課税遺産総額は
１億 2,000 万円である。
・ 暦年贈与による贈与税額控除，未成年者控除，障害者控除，相次相続控除，外国
税額控除，相続時精算課税制度による贈与税額控除はないものとする。

2015 年１月１日以降の相続税の速算表

取得額（A） 税率（B） 控除額（C）

～　1,000 万円以下 10％ －

1,000 万円超　～　3,000 万円以下 15％ 50 万円

3,000 万円超　～　5,000 万円以下 20％ 200 万円

5,000 万円超　～　１億円以下 30％ 700 万円

　 １億円超　～　２億円以下 40％ 1,700 万円

　 ２億円超　～　３億円以下 45％ 2,700 万円

　 ３億円超　～　６億円以下 50％ 4,200 万円

　 ６億円超 55％ 7,200 万円

（注）税額＝（A）×（B）－（C）

（１）　475 万円
（２）　633 万円
（３）　775 万円
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