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2020 年度 合格体験記（オンデマンド講義受講者）         

○国内旅行業務取扱管理者合格 文学部３年 廣瀨 智子さん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

   旅行をすることが好きで、旅行業界・観光業界で働くことを視野に入れているため。

資格を取得することで、就活で少しでも役に立てば良いと考えたため。 

②勉強方法 

業  法：WEB 授業をひと通り受けてから過去問に取り組みました。業法はいつも似

たような問題が出るので過去問に取り組むことが最も大切だと感じました。

私は与えられた過去問とサイトからダウンロードできるものはすべて取り

組みました。 

約  款：約款も業法と同じように、WEB 授業をひと通り受けてから過去問を繰り返

し解きました。業法・約款では、●日などの数字が出てくるものや自分が

過去問でよく間違えやすい表現などを紙にまとめて一目で確認できるよう

にすることで頭を整理しやすかったです。 

国内実務：ＷＥＢ授業を受け、また白地図ノートを利用し、過去問に取り組みました。

日本各地の名所などについては出題範囲が広く、なかなか点数が伸びませ

んでしたが、数多くの情報を試験直前までに頭に入れようとする姿勢が大

事だと思います。また、運賃料金が苦手だったのですが、公式をまとめて

覚えることと、過去問で問題に慣れることが大切だと思います。 

③１日の勉強時間 

平日：２時間 

休日：４時間 

④講義の良かった点 

   コロナウイルスの影響で対面ではなく WEB による授業でしたが、私はアルバイトの

予定などを気にする必要がなく、いつでも受けることができたのでとても良かったで

す。集中したい時にまとめて受けることもできましたし、分からないことを質問した

時も丁寧に答えてくださいました。 

 ⑤学業との両立 

   大学の授業があるうちは、課題などとの両立が難しかったのですが、試験が夏休み

ということもあり、夏休みに入ると集中して取り組むことができました。学業との両

立は難しいかもしれませんが、毎日少しでも良いので続けることで成果が現れると思

います。 

⑥合格の秘訣 

   過去問を繰り返し解くことだと思います。繰り返し解くことで問題に慣れることが

でき、自信をつけることができました。また、自分の苦手なところや公式など、間違

えやすいところをまとめて頭を整理することが大切だと思います。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   一人で勉強を進めていくのは不安があるかもしれませんが、計画を立てて進めてい

けば目に見えて成果が出るのでコツコツと取り組むことで自信がつくと思います！ 
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○国内旅行業務取扱管理者合格 文学部３年 Ｔ．Ｈさん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

   私は２年生の時、１ヵ月留学に行っていました。その際、現地の方に「日本の素敵

な場所は？」と聞かれ、何も答えられず、その時に「まずは日本の良い所を知らない

と！」と思いました。その時に見つけたのがこの資格です。地理を学べるうえ、私の

趣味の旅行にも活かせそうな知識を得ることが出来ると感じ、受講しようと決めまし

た。 

②勉強方法 

業  法：講義を１．５倍速で聞きながら、大事な所は線を引き、まとめポイント

をしっかり読みました。その後は過去問・模試を解き直しながら、よく

出る表現や言い回し、パターンを掴み、各セクションごとにノートに自

分でまとめました。その後、問題集を行い、定着具合を確認していきま

した。 

約  款：業法と同じく講義⇒過去問⇒ノートにまとめる⇒問題集の順で進めまし

た。約款のテキストには実務で必ず出るバス、フェリーがあります。そ

こは実務でも出る重要部分なので完璧に覚えるまで復習していきました。 

国内実務：ＪＲの計算については、公式を書き出し、あとは問題集や過去問を使い

ながら形で覚えました。聞いたことがないスポットはインスタで調べ、

景色を想像し、より鮮明な形で頭にたたきこみました。 

③１日の勉強時間 

平日：１日１講義のビデオを見る程度（１ｈ～２ｈほど）。やらない日も有り。 

休日：２～３ｈを目標に。全く手をつけない日も有り。 

④講義の良かった点 

   オンデマンド配信だったため、空き時間に出来るのが良かったです。私はまず１．

５倍速でざっと見た後、分からない部分の講義を何度も見直しました。見直せるのも

良いポイントだと思います！また、数回の Zoom ガイダンスで勉強のポイントを教え

て頂けたこと、好きな時にメールで質問できる所も励みになりました！ 

⑤学業との両立 

   今年はコロナの影響もあり、大学の授業が８月中旬（模試の３日前）くらいまであ

り、さらに講義も例年より１ヵ月程遅れてスタートしたため、全てにおいていっぱい

いっぱいでした。ですが、自分の中でやるべき優先順位を決め、大学終了後は毎日何

時間の勉強していました。 

⑥合格の秘訣 

   とにかく諦めないことと、過去問を解きまくることだと思います！！私は５年分の

過去問を５周ほどしました。過去問をやればやるほど傾向が見えてきます！私は大学

の課題とアルバイトが忙しく、お盆頃から毎日何時間も勉強して合格しました。です

が、もっと早くからやった方がいいです！！ 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   検定とは違い、たくさんお金と労力が使われます。その分合格した時の喜びは大き

いです！頭がパニックになりそうな時もありますが、気持ちを強く持てば受かりま
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す！！「絶対受かってやる！」という気持ちを忘れないで下さい！ 

 

○国内旅行業務取扱管理者合格 文学部２年 渡辺 彩海さん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

   私は、将来ツアーコンダクターとして海外で働きたいと思っています。そのため、

旅程管理主任者の取得を考えていました。しかし、コロナウイルスの影響により、ツ

アーコンダクターという限られた職の他に選択肢を増やしたいと思い、国内旅行業務

取扱管理者を受験することを決めました。もちろん、目指すのは海外進出のため、次

回は総合に挑戦してみようと思います。 

②勉強方法 

業  法：業法と約款に関しては、合わせて覚えることが多かったです。とにかく、

教科書を読み込み、ノートに整理して覚えました。業法では、教科書にあ

る各まとめコーナーを丸々覚える勢いでインプットし、口に出したり、書

き出したりしました。 

約  款：約款と業法では、数字を重点的に覚える努力をしました。実際、試験でも

数字はキーポイントになるので、しっかりノートにまとめて何回もくり返

し暗記をしました。あとは、練習問題をひらすら解いて、間違いを何度も

確認しました。 

国内実務：地理が苦手なので、国内実務が１番苦しい部分でした。ＰＣで白地図を何

枚も印刷し、祭り、特産品、観光名所など種類ごとに書き込み、徹底的に

暗記をしました。また、ＴＶなどでやっている旅行番組を見ると印象と共

に記憶され、インプットしやすかったです。また、家族などに北海道には

○○という山があって～などと説明するのも良いプレッシャーを感じて、

身に付きやすかったです。 

③１日の勉強時間 

平日：３時間 

休日：５時間（多い時で１０時間程度の日もありました） 

④講義の良かった点 

   私自身、質問はなかったのですが、Zoom 質問会に出て、他の方たちの質問を聞くこ

とで気づかされたり、あいまいだった部分も解説して頂けたのでとても良い内容でし

た。また、講師の方からの励ましの言葉やアドバイスもあり、心強くなりました。 

⑤学業との両立 

   大学の授業が全てオンラインだったため、毎日放課後に必ず１時間は勉強するよう

にしていました。授業が多い日は、資格のための勉強時間を確保することが難しかっ

たので、前後の日に多く時間を取ったり、授業前の１０分で練習問題を解いたり工夫

していました。 

⑥合格の秘訣 

   範囲が広いので、思ったよりも進まず焦ることもありましたが、毎日コツコツと覚

えることで確実に身に付きました。また、スマートフォンの待ち受け画面を白地図に

して常に頭の中で地理を覚える努力をしたり、部屋の壁に資料やノートを貼ってとに
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かく毎日少しずつ勉強することが大切です。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   最初は初めての勉強内容で不安な気持ちにもなりますが、毎日の努力は裏切りませ

ん。暗記して、ノートにまとめて、問題を解くという作業をくり返すことが重要です。

私も総合取得に向けて勉強をしていくので、一緒に合格目指して頑張りましょう！応

援しています。 
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2019 年度 合格体験記（生講義受講者）            

○国内旅行業務取扱管理者合格 経済学部２年 栗山 想矢さん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

   もともと旅行が好きで何か旅行関係の資格がないかと探していました。その時に、

大学の生協の掲示板でこの資格のポスターを見てやってみようと思い受験しました。

学生の時に何か資格や知識を身に付けたいという思いもありました。 

②勉強方法 

   基本的には、ひらすら復習しました。何度も繰り返しやる事で知識を身に付けまし

た。範囲がとても広いので、まず実際に問題を解いて自分の苦手な分野を見つけてそ

れを無くしていくようにしました。地理分野は毎日少しずつでもいいので、名所や温

泉などをコツコツ反復して覚えました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   正直、この資格がどういったものかをしっかり理解していなかったので、独学で勉

強するよりもお金は掛かるけど学内講座を選びました。また、独学だと途中で投げ出

してしまうと思ったので選んだという理由もあります。そういった点で自分に向いて

いると感じました。 

④講義の良かった点 

   講義で良かった点は、先生がとても丁寧に教えてくれることです。例えば、出され

た宿題で間違えた所について的確にフィードバックしてくれてより理解が深まりまし

た。講義でもっとも良い点は、やはりわからない事を直接聞ける事だと思います。わ

からない事をそのままにせず、聞けるのでとっても良い点です。 

⑤学業との両立 

   試験期間中において資格の勉強との両立は少し大変でした。しかし、学業に支障が

でないようにかつ少しでもいいから資格の勉強をしました。両立するのは難しかった

けど、気分転換に地理の勉強をしていました。でも、学業の方を優先してもそれが落

ち着いてから一生懸命やれば大丈夫だと思います。 

⑥合格の秘訣 

   当たり前の事ですが、講義に出ることです。もちろん、ただ講義に出るだけではな

く反復して復習するのがとても大事だと思いました。何度も復習することで自分の苦

手な所がわかってくるのでそれをしっかり理解するまで何度もやることが大事だと思

いました。また、苦手でない所でもケアレスミスをしないように心掛けるようにしま

した。あとは、諦めない気持ちです。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   講義を受けるとお金だけではなく、たくさんの時間が掛かります。でも、講義を受

けることによってこの資格について一からしっかりと学べて講師の方にも質問などを

することができます。こういった所では、時間を掛けるにはとても有意義だと思いま

す。なので、この資格を取得したいと思ったらぜひ学内講座はオススメです！がんば

って下さい。 
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○国内旅行業務取扱管理者合格 経済学部２年 西 智輝さん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

   旅行が好きだったので旅行関係の資格を調べているときに見つけたから。旅行関係

の仕事に就きたかったため。 

②勉強方法 

   くり返し問題集を解くようにした。また、間違えた問題にはチェックをつけ、あと

から間違えた問題だけを解くようにした。試験１、２週間前からは過去問題をひたす

らやり、時間の配分や問題に慣れるようにした。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   一人で勉強するより知識をもった人に教わりたかったから。参考書を見て独学で勉

強するのは難しいと思ったため。 

④講義の良かった点 

   講師の実体験を交えて教えてくれるため理解が深まった。質問をすることができた

ので理解につながった点。 

⑤学業との両立 

   夏期試験が近づくと問題集１～３ページまでと決めながら勉強し、少しでも忘れな

いようにした。自分は部活動に所属していたので少し大変だったが、毎日少しでも良

いのでテキストを見たり、地理の確認をした。 

⑥合格の秘訣 

   早い段階で自分の苦手な分野を見つけるようにする。自分はＪＲの運賃・料金計算

が苦手だったので、ＪＲを重点的に勉強した。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   自分は、しっかり勉強するのは大学受験以来だったのですが、講師の方々がしっか

りサポートしてくれたので、合格することができました。不安はあると思いますが、

毎日少しでも問題を解いたり、観光地の動画などを見てモチベーションを上げながら

頑張りましょう！！ 

 

 

○国内旅行業務取扱管理者合格 文学部２年 山川 理来さん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

   もともと観光業界に興味があり、私自身旅行が好きということもありこの資格に興

味を持ちました。受験しようとしたきっかけは北星のオープンユニバーシティのサイ

トでたまたまこの講座を見つけ就職にも有利になるとのことだったので頑張ってみよ

うと思いました。 

②勉強方法 

   予習復習は必ずしていました。夏休みに入り時間に余裕ができてからはテキストを

２周しました。あと、間違えた問題は、必ずレジュメでその範囲を復習するようにし

ていました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   わたしは一人で計画を立てて勉強することが苦手なので学内講座を受講しました。
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お金はかなりかかりましたが、その分絶対合格しなきゃという気持ちになりました。 

④講義の良かった点 

   授業内で前回の復習テストを行い、そのあとに先生が解説をしてくれるので知識の

定着に役立ちました。わからないところがないか、生徒に聞いてくれるので安心して

授業を受けられました。 

⑤学業との両立 

   一回の授業後に出る宿題はそれほど多くないですが、テスト期間中も講座はあるの

でその時期はテスト勉強を優先してなかなか予習をするのは大変だったので復習のみ

していました。夏休み入れば学校の授業はないのでその期間に集中的に勉強しました。 

⑥合格の秘訣 

   与えられた課題をコツコツとこなしたことが合格につながったと思っています。さ

ぼらずに毎回講習に出ることが大切だと思いました。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   地理、ＪＲ、業法、約款と覚えることがたくさんですが、本当に毎回出る宿題をし

っかりやって講習をさぼらずに受けていれば合格できるような授業スタイルになって

います。予習復習をしっかりやること、間違えたところはテキストをもう一度開いて

確認すること、この二つが大事です。合格目指して頑張ってください！ 

 

 

○国内旅行業務取扱管理者合格 文学部３年 岩瀬 茉利奈さん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

   大学の部活動の遠征で北海道外に行く機会が増え、空いた時間で観光等をすること

が多く日本各地の観光地に興味を持ちました。移動手段や移動方法の相談を受けるこ

ともあり、交通ルートを考えることもすきだったため、そこから旅行を企画するよう

な職種に就きたいと思うようになりました。自身のチームが遠征をする際に会社に委

託したのですが、満足のいく内容ではなかったこともあって、自分自身で行程を作成

することが出来たらどんなに良いだろうと思ったこともきっかけの一つです。 

②勉強方法 

   国内旅行実務はＪＲよりも国内地理を優先的に勉強していました。実際に行ったこ

とのある場所は、知っている場所との位置関係から埋めていけば良いので比較的覚え

やすいと思います。ＪＲは後回しにしてしまいましたが、「毎回出される課題をしっか

りやること」「小テストや課題の解きなおしをやること」「わからなかったら教科書な

りで理解すること」の３つをやっていれば大丈夫です。業法、約款は「公式」の丸写

し、あとは問題集をひたすら解くことだと思います。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   自主的にやるよりも、教えてもらう形にするほうが「やらなければ！」と自分を追

い込むことが出来ると思ったからです。学内講座だと少し安く受けることができたり、

大学の講義が終わった後そのまま講座に向かうことが出来るため移動時間のロスも少

なくて済みます。 

④講義の良かった点 
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   集中講義と被って行けなかった時、事前に伝えたらその日のプリントを頂きました。

提出課題には、間違えたところに毎回詳しく解説が書かれていたので、それを見なが

らもう一度解き直し、わからなければ教科書で調べました。忘れそうになった頃にも

う一度内容を教えてくれるので、定着するように思います。先生方も親身になって教

えてくださるので良かったです。 

⑤学業との両立 

   ゼミがとてつもなく忙しかったこと、心コミの検定認定のための検定試験が立て続

けにあったこともあり、講座が始まって最初の頃はへとへとになりながらも講座へ行

きました。パソコンで受けられるということも聞いていましたが、実際に授業内容を

聞かないと覚えられないタイプなので遅刻してもどんなに疲れていても講座には出席

していました。後から取り戻すことは大変なので、講座の時は集中して聞いて、課題

は講座終了後にやると決めるとやりやすいと思います。 

⑥合格の秘訣 

   一番記憶に残る方法は、知識をつめ込む方法ではなく『経験』であると思います。

行ってきたことのある場所が幾つかあったので、自分が周ってきたルートを思い出し

て覚えていきました。行ったことのない場所は、ＳＮＳでフォローしている日本一周

勢の写真等を見てここに行ったら…と想像していました。あとは「絶対に合格するぞ」

という気持ちです。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   国内旅行業務取扱管理者の資格を得るために学んだことは、将来とは言わず今すぐ

役に立ちます。ＪＲのお得な乗り方、全都道府県の観光地…と自分の旅行をプランニ

ングすることが出来るのです。勉強すれば結果は付いてくるものなので、頑張ってく

ださい。 

 

 

○国内旅行業務取扱管理者合格 文学部３年 菅原 美音さん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

   遊んでばかりだったので何か勉強をしようと思い、観光地やＪＲのことなどについ

て学べるのが面白そうだと思い決めました。 

②勉強方法 

   今日は地理、この日はＪＲのここからここまでと範囲を決めて、ＪＲでは何度も解

説のプリントを見て問題を解きました。地理はわからなくてもとりあえず問題を解い

てみて、丁寧に解き直しをしました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   ほどんどの講座を学校で受けられるため、普段と変わらない環境で集中して講座を

受けられると思ったからです。 

④講義の良かった点 

   ＪＲではコツを一緒に教えてもらい、観光地理では実際にパンフレットを見せなが

ら講義したり、自分で観光のコースを決めて発表をしたり、その発表を聞いたりした

ことでより頭の中に入ってきやすかったです。 
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⑤学業との両立 

   授業中の空き時間に試験勉強をしたり、学校の課題にあきたら試験勉強にチェンジ

してみたり、少しお楽しみ感覚でやっていました。 

⑥合格の秘訣 

   夏休みを利用して、試験前日まであきらめずに勉強していました。模試でわかった

苦手な所を集中して勉強し、得意な所は間違えることなく確実に点数を取れるように

勉強していました。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   毎回の講座を集中してしっかり受けていれば、後につながるものは何かしらあると

思うので、出された課題も本番の日までに忘れることなく勉強して、自分の苦手な所

を少しでもなくそうという気持ちでやっていれば、長い試験までの期間で多少中だる

みをしてしまっても絶対に合格できないということはないはずです。 

 

 

○国内旅行業務取扱管理者合格 文学部３年 田中 葵さん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

   航空業界に就職したいと思っており、そのために旅行業務や地理、飛行機以外の交

通機関の勉強をしたいと考えたため。 

②勉強方法 

   講座にしっかり参加し集中して聞くこと、課題をやること、苦手なところをくり返

すこと。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   通いやすいと思ったため。また、説明会を聞いて良い内容だと感じたことと、友達

が昨年受講していて受かっていたから。 

④講義の良かった点 

   先生の説明が詳しく丁寧でとてもわかりやすかったこと。質問をしに行くと親身に

なって教えてくれた点。 

⑤学業との両立 

   学校のテスト期間はテストの方に集中し、切り替えを大事にした。直前の講座にイ

ンターンが被り、出られないことも多かったが、配られたテキストを解くことでカバ

ーできた。 

⑥合格の秘訣 

   最後の１日まであきらめずにひらすら問題をくり返し解くこと。他に手を広げずに

先生からもらったテキストに集中すること。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   先生が「これは今年出そう」と言った部分はしっかりと頭に入れておくと良いと思

います！あきらめずに試験に挑んで下さい！ 
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○国内旅行業務取扱管理者合格 短期大学部２年 大村 羽々那さん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

大学生のうちに何か資格を取得したいと思っていた時にオープンユニバーシティの

全体説明会に出てこの資格について知り、旅行が好きなので観光地などの知識を深め

普段の旅行にも活かすことができると思ったので受験を決めました。また、説明会に

参加し先生とお話しした際に、とても優しく熱心に説明してくださり、是非この先生

の授業を受けたい！と思ったのも理由の一つです。 

②勉強方法 

授業に出て出された宿題を確実にこなすことと、苦手だった国内地理については旅

行代理店に置いてある旅行パンフレットをもらい実際に旅行しているところを想像し

て楽しみながら覚えました。また試験間近の時には問題集と過去問をひたすら解いて

いました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

大学の講義の後、そのまま大学内で講義が受けられるためです。 

④講義の良かった点 

小山先生の講義が非常にわかりやすいです。合格するためにいろいろと工夫された

講義で楽しみながら学習できました。また、メールで質問できるなど合格までのサポ

ート体制が充実しています。オンライン講座も受講できるので止むを得ず講義を欠席

した際や、復習などに大変便利でした。 

⑤学業との両立 

大学内での講義で空いている時間がある時には図書館に行って勉強しました。夏休

みに入る前までは、ちょっとしたことが試験勉強になるので、机に向かわなきゃ！と

気負わずに隙間時間でできることを見つけて試験に向けて準備をしていました。夏休

みに入り、大学の講義がひと段落ついた段階で本格的に集中して学習しました。 

⑥合格の秘訣 

やるべきことをしっかりやり、あとは自分を信じることです！ 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

入試などと違い落とすための試験ではなく、基準点を越えれば必ず合格できます。

国家資格は一生ものなので、学生の時間のあるうちに是非チャレンジして欲しいです。 
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2018 年度 合格体験記（生講義受講者）            

○総合旅行業務取扱管理者合格 文学部３年 畠山 沙樹さん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

   昨年国内旅行業務取扱管理者の国家資格を取ることができたので、次のステップア

ップとして総合の資格も取りたいと思いました。もともと海外旅行を取り扱える旅行

会社をいつか立ち上げたいと思っていたので２年かけて取得しようと思っていました。 

②勉強方法 

   毎週ある授業にとにかく集中して取り組んでいました。計算問題や資料読解問題は

数をこなして慣れることが一番です。実際に自分が旅行する様子を思い浮かべながら

問題を解いていくとワクワクして勉強を楽しめます。地理の問題は世界中の観光地を

覚えなければならないのでとても苦労しました。私は美術館と作品と土地を結びつけ

たり、鉄道は実際に白地図を書いて東西に伸ばしたり乗り換えの駅を明記したりして、

オリジナルのまとめノートを作りました。教会とか世界遺産はインスタで写真を検索

して、似たようなものと間違えないようにイメージで覚えました。英語は専門用語が

多いですが、私は携帯の言語設定を英語にしたりホテル・ツアー予約サイトを英語と

日本語で両方見て意訳したり、実際に使われている英語を用いて勉強しました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   昨年お世話になったこともあり、効率良く受講することができると思いました。先

生の講義もスピード感もありつつ丁寧なので、着実に知識を増やすことができました。

わからないことがあったら直接先生に聞けるにも対人講座の醍醐味です。 

④講義の良かった点 

   夏休みに講座があったので集中的に勉強することができました。国内の時に比べて

宿題が少なかったので、自分の気になることを絞って深めることができたので自分の

ペースで進められた気がします。 

⑤学業との両立 

   私の時間割では木曜日は学校が休みだったので、街中で効率良く受講することがで

きました。３年次になるとそこまで授業に追われることはないのですが、就職活動で

欠席することはありました。夏のインターンシップで５日ほど苦手な地理の授業を休

まなければいけなかったのはハードでしたが、結果的にどちらもこなせたので両立で

きたと私は思っております。 

⑥合格の秘訣 

   前述しましたが、自分が海外旅行をしている気分で楽しみながら学ぶことが何より

大切だと思います。自分の好きなことには熱意を持って働きかけることができるので、

もっと知りたいとワクワクしながら勉強していきました。私は空港が好きなので、特

に２レター・３レターコードを覚えるのは楽しかったです。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   免除なしで総合の資格を取ることはとてもハードだと思うので、私は２年間かけて

勉強することをお勧めします。遊びもアルバイトも資格も全部やりたい欲張りな方は

分けたほうがいいです！！６割なので完璧を目指す必要はありません。ですが受験す
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るからには妥協せずストイックに勉強して是非合格を勝ち取ってください！一緒に勉

強する友達はいい仲間でありながら最大のライバルです。比べるのは自分自身ですが

目標を高く設定することは成長につながります！GOOD LUCK！ 

 

 

○国内旅行業務取扱管理者合格 経済学部１年 野﨑 佑太さん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

   国公立大学の試験に失敗し、このままだと何も達成しないまま学生を終えてしまう

という危機感を抱いて、何か資格を取得しようと思い受験しました。元から旅行が好

きであったため、自分の旅行スキルを上げれるのではないかと思ったのもきっかけの

１つです。 

②勉強方法 

   地理が得意だったので白地図に書き込みをして毎日１～２県の観光名所などをじっ

くり覚えて更に得意となるようにしました。業法と約款に関してはテキストを読んで

それに該当する問題集のページを進めていました。覚えにくい公式などは何回もくり

返し暗記していました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   自分で計画して一から勉強を進めることが苦手なので、講義型の講座をしてくれる

学内講座を選びました。また、周りも自分と同じ学生なのでやりやすいかなとも思い

ました。 

④講義の良かった点 

   先生方が丁寧に講義を進めてくれたことです。試験でよく出るところを必ず言って

くれていたので、それをメモして覚えていったことで合格に結びつきました。周りで

受講している人たちも自分と同じようなモチベーションで臨んでいたので良かったで

す。 

⑤学業との両立 

   自分は前期の時間割にあまりつめこみすぎないようにしていたので、学期末の学校

のテストとも両立できていました。一気にやろうとせずに、毎日少しずつ勉強するこ

とで学校のテストがあっても試験までには余裕でカバーできます。 

⑥合格の秘訣 

   とにかくくり返し暗記することも大切だとは思いましたが、直前期にひと通りの項

目を確かめるようにしてざっと見ておくだけでも点数はかなり上がってくると思いま

す。試験の二週間前から点数は大きく伸ばせます。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   興味を持って勉強できるかがカギになってくると思います。過去問で合格点をとれ

るようになるまで勉強することはあたり前として、その後にもっと知識を付け加えた

状態で試験にのぞむといいですよ。 
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○国内旅行業務取扱管理者合格 文学部２年 谷野 真歩さん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

   将来、観光や旅行業界で働きたいと思っていて、大学在学中に何か資格をとりたい

と考えていたから。 

②勉強方法 

   毎回の宿題に忘れずに取り組むようにした。夏休みの時に集中して取り組み、過去

問・問題集を何度も解きなおした。インスタで日本の名所をのせている人をフォロー

して見ていた。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   学外だと通うのが大変そうだし、そうなったら続けるのが難しくなりそうだなと思

ったから。 

④講義の良かった点 

   先生に分からない所をすぐにきいて解決することができた。小テスト、宿題（たく

さん）があって大変なときもあったけど、それが良かったと思う。自分の理解できて

いないところを見つけることもできた。 

⑤学業との両立 

   テストの時期とかさなった時でも、最低限宿題は解くようにしていた。その分夏休

みにカバーして、他の所より念入りに解きなおすとかしていた。 

⑥合格の秘訣 

   とにかく過去問・問題集くり返すこと、宿題をやることだと思います。あと、模試

で結果が良くなくてもあきらめずに最後までやること！ 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   あきらめずに取り組んでいれば大丈夫です。勉強に時間をあてられるのは今が一番

多いと思うので、迷っている人はぜひ受験して下さい。 

 

 

○国内旅行業務取扱管理者合格 文学部３年 沼田 彩花さん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

   大学３年生になる春休みに、大学から送られてきたはがきを見たことがきっかけで

した。受験することで就活の第１歩になればいいと思い受験しました。 

②勉強方法 

   講義で出された宿題を遅れたとしても、しっかりやりました。また、講義中にでき

る限り理解できるよう集中して講義を受けました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   決して合格率が高くはない難しい試験であることは知っていたので、学内講座を選

ぶことで一緒に勉強し頑張る仲間ができればいいと思ったからです。 

④講義の良かった点 

   教科書やレジュメがとてもわかりやすくまとまっており、たとえ休んでしまったと

してもついていくことができた点。小山先生の実体験の話がとてもおもしろく興味深

かった点。 
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⑤学業との両立 

   大学３年生になると授業の内容も格段に難しくなり、定期試験期間ともかぶるため

両立は大変でした。なので、講義内で内容をできる限り理解して疑問はすぐに解決し、

家であまり時間を割かなくていいように努力しました。 

⑥合格の秘訣 

   １回１回の講義を大事にし、疑問はすぐに解決することです。また、今日はこの単

元の語句を暗記するなど、小さな目標を作りました。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   最後まで努力することができれば、必ず合格できます。小山先生もＬＥＣの皆さん

も本当に親切な方ばかりなので、わからないこと、不安なことは何でも質問・相談し

て３ヶ月頑張ってください。 

 

 

○国内旅行業務取扱管理者合格 文学部３年 大坂 知香さん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

   旅行業界への就職を考えており、資格によって少しでも有利になると思ったのが受

験のきっかけです。また、知識を身に付けることで、趣味の旅行にも活かせるからで

す。 

②勉強方法 

   講座で配布された資料と小テストと課題を繰り返し解きました。間違えた問題は理

解できるまで根気強くやりました。特に勉強したのは、先生が重要だと言った部分を

重点的に勉強しました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   北星の学生と一緒に授業を受けられる安心感があったからです。また、大学の授業

が遅くまであっても、そのまま講座に行けるからです。 

④講義の良かった点 

   先生の解説がとても具体的で分かりやすく、１つ１つを確かめながら講座を進めて

くれたところです。資料・テキスト・過去問をフル活用し、スピーディーな講義のお

かげで沢山の知識を身につけることが出来ました。 

⑤学業との両立 

   ３年生の大学の授業は多くはなかったので、テスト期間以外はきちんと両立できま

した。 

⑥合格の秘訣 

   自分なりの勉強ノートを作って、知識を整理しました。そうすると、覚えているも

のとあやふやな所が分かったので活用しました。予習と復習を続けていくことが合格

に繋がると思います。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   先生が大事だと言った部分をきちんと覚えるといいと思います。国内地理は、画像

を調べたりして用語とセットで覚えるのがオススメです。 
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○国内旅行業務取扱管理者合格 文学部４年 目時 知佳さん 

①旅行業務取扱管理者を受験しようと思ったきっかけ 

   学内の資格の説明会に参加して、興味を持ちました。就職の時に有利かなと思った

のと、旅行が好きなので、趣味にも活用できる知識が得られるのではないかと思いま

した。実は今回は２回目の受験だったのですが、１回目が残念な結果だったので、今

回はリベンジで受けることにしました。 

②勉強方法 

   講座の復習と、問題集をひたすら解きました。講座では毎回問題集から宿題が出た

ので、まずはその問題を何も見ずに解いてみて、自分がどこを理解していないのかを

確認して、もう一回解くという作業をしていました。地理などの暗記は書いて覚えて

いきました。（暗記は苦手なので大変でした…） 

③なぜ学内講座を選んだか 

   大学の授業後にそのまま学校で受講できるので、楽だと思ったことと、在学生は料

金が少し安かったので、選びました。 

④講義の良かった点 

   テキストだけではなく、毎回先生のプリントが貰えて、解説もわかりやすいので、

さらに理解が深められるところが良かった点です。また、わからないところがあれば、

個人的に聞くこともできますし、先生も親身になって教えてくださいます。 

⑤学業との両立 

   私は比較的授業数が少ない時期での受験だったので、そこまで大変ではなかったの

ですが、提出物などで忙しい時期や就職活動で忙しい時は、１日のスケジュールをま

ず決めて、それに合わせて勉強していました。 

⑥合格の秘訣 

   とにかく諦めないことと、勉強を楽しむことだと思います。この試験は簡単ではな

いですし、覚えることも多いので、途中で無理だ…と思うこともあると思いますが、

勉強した分絶対に力がつきますし、自分が旅行に行く時を想像しながら覚えると少し

は楽しめると思います。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   講座では、他に頑張っている人たちからやる気をもらえたり、先生から励ましてい

ただけたり、一人で勉強するよりも頑張れる環境です。最後まで諦めなければ、絶対

合格できるので、頑張ってください。 

 

 

 

 


