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 ④ 海外旅行実務 

 

第１問 下記の適用条件及び航空券サンプル（パッセンジャーレシート）に基づき、別冊資料編・資料１～２

を参照のうえ、問１.～問４.の各設問について該当するものを、それぞれの選択肢から選びなさい。 
 
適用条件 
１．旅 程： 

      発  着 
TOKYO（TYO） － CHICAGO（CHI） JL010 C 10OCT2001 1105 0820 
CHICAGO（CHI） － HOUSTON（HOU） UA703 C 15OCT2001 1145 1420 
HOUSTON（HOU） － VANCOUVER（YVR） CO1904 C 20OCT2001 1955 2245 
VANCOUVER（YVR） － SAN FRANCISCO（SFO） AC3511 C 25OCT2001 1415 1632 
SAN FRANCISCO（SFO） － HONOLULU（HNL） AA039 C 26OCT2001 0900 1119 
HONOLULU（HNL） － TOKYO（TYO） JL073 C 10NOV2001 1300 1650+1 

 

２．クラス・人員：ビジネスクラス（Ｃ）・大人１名 

３．適用運賃  ：ビジネスクラス普通運賃 

４．各区間 TPM ：TYO－6286(PA)－CHI－935－HOU－1979－YVR－800－SFO－2397－HNL－3831(PA)－TYO 

５．タリフ   ：別冊資料編参照 

６．IATA  ROE   ：１NUC＝JPY100.000000 

 

《参考》各区間の TPM の合計 

区  間 TPM の合計 
TYO → CHI → HOU  7221 
TYO → CHI → HOU → YVR  9200 
TYO → CHI → HOU → YVR → SFO 10000 
TYO → CHI → HOU → YVR → SFO → HNL 12397 
CHI → HOU → YVR → SFO → HNL → TYO  9942 
HOU → YVR → SFO → HNL → TYO  9007 
YVR → SFO → HNL → TYO  7028 
SFO → HNL → TYO  6228 
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航空券サンプル（パッセンジャーレシート） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
券面上の☆☆☆☆☆☆は、運賃（ＮＵＣ額またはＪＰＹの額）を表すが、設問上伏せてある。 

 
問１．往路のマイレージ計算の結果、航空券サンプルの FARE CALCULATION 欄    ①    に表示される

ものはどれか。 

ａ．M ｂ．M TYOCHI ｃ．M TYOSFO ｄ．M TYOYVR 

 
問２．復路のマイレージ計算の結果、航空券サンプルの FARE CALCULATION 欄    ②    に表示される

ものはどれか。 

ａ．5M ｂ．5M TYOCHI ｃ．15M ｄ．25M 

 

問３．周回旅行の計算規則（CIRCLE TRIP MINIMUM FARE CHECK）により、航空券サンプルの FARE CALCULATION

欄    ③    に表示されるものはどれか。 

ａ．TYOHOU484.00  ｂ．TYOHOU102.95 

ｃ．TYOCHI344.95  ｄ．TYOCHI102.95 

 
問４．航空券サンプルに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

ａ．この旅程において、有効期間を最大限に適用する場合、HNL-TYO 間の旅行開始日は 2002 年 10 月 10

日となる。 

ｂ．ROE は航空券の発券日に有効なものが適用される。 

ｃ．この航空券に適用される運賃は旅行開始日を基準とし、たとえ旅行中に運賃が変更となったときで

も、旅行開始日の運賃が旅行終了まで有効となる。 

ｄ．この旅程における SFO は途中降機地点である。 
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第２問 下記の適用条件及び航空券サンプル（パッセンジャーレシート）に基づき、別冊資料編・資料３～４

を参照のうえ、問５.～問８.の各設問について該当するものを、それぞれの選択肢から選びなさい。 
 

適用条件 

１．旅 程： 
      発 着 

TOKYO(TYO) － TAIPEI(TPE) EG201 B 23DEC2001 1000 1220 
TAIPEI(TPE) － KAOHSIUNG(KHH) 地上移動  25DEC2001   
KAOHSIUNG(KHH) － MANILA(MNL) CI637 N 27DEC2001 0750 0930 
MANILA(MNL) － TOKYO(TYO) JL746 B 29DEC2001 0930 1430 

 

２．クラス・人員：エコノミークラス・大人１名、小児１名 (10 歳)（予約コードは適用運賃に合致するも

のとする。） 

３．適用運賃  ：日本発東南アジア行個人 IT 運賃 

４．各区間 TPM ：TYO－1330－TPE－183－KHH－560－MNL－1879－TYO 

５．タリフ   ：別冊資料編参照 

６．IATA  ROE  ：１NUC＝JPY100.000000 

 

 

航空券サンプル（パッセンジャーレシート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

券面上の☆☆☆☆☆☆は、運賃（ＮＵＣ額またはＪＰＹの額）等を表すが、設問上伏せてある。 
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問５．航空券サンプルの    ①    に表示される運賃種別はどれか。 

ａ．YKIT10//TPE    ｂ．YKIT14//MNL ｃ．YHIT10//KHH ｄ．YHIT14//MNL 

 
問６．往路のマイレージ計算の結果、航空券サンプルの FARE CALCULATION 欄    ②    に表示される

NUC 額はどれか。 

ａ．465.00 ｂ．470.00 ｃ．590.00 ｄ．600.00 

 
問７．航空券サンプルの FARE CALCULATION 欄    ③    に表示される NUC 額はどれか。 

ａ．990.00 ｂ．1180.00 ｃ．1230.00 ｄ．1250.00 

 

問８．この旅程に同伴する小児に適用される運賃（円貨額）の算出方法で正しいものはどれか。 
ａ．（ 940.00＋50.00）×0.67×100.000000 

ｂ．1180.00×0.67×100.000000 

ｃ．（1180.00＋50.00）×0.67×100.000000 

ｄ．（1200.00＋50.00）×0.67×100.000000 
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第３問 以下の問９.～問16.の各設問について該当するものを、それぞれの選択肢から選びなさい。別冊資料

編・資料５～８を必要に応じて参照のこと。 

 

問９．観光を目的として日本人が旅行する場合、査証が必要となる旅行は、次のうちどれか。 

（旅行開始日を 2001 年 8 月 1 日とする。） 

ａ．全行程 10 日間のテル アビブ、エルサレムへの旅行 

ｂ．全行程 10 日間のブエノス アイレス、イグアス、リオ デ ジャネイロへの旅行 

ｃ．全行程 10 日間のアムステルダム、ブリュッセル、ルクセンブルクへの旅行 

ｄ．全行程 10 日間のカサブランカ、マラケシュへの旅行 

 

問 10．次の空港コードと空港名との組合せのうち、誤っているものはどれか。 

ａ．ICN ――― ソウル 仁川国際空港 

ｂ．CDG ――― パリ シャルル ド ゴール空港 

ｃ．DCA ――― ワシントン ダレス国際空港 

ｄ．LHR ――― ロンドン ヒースロー空港 

 

問 11．次の航空会社コードと航空会社名との組合せのうち、正しいものはどれか。 

ａ．AC ――― Air China 

ｂ．AL ――― Alitalia 

ｃ．AY ――― Finnair 

ｄ．AZ ――― Air New Zealand 

 

問 12．次の記述のうち、正しいものはどれか。 

ａ．日本とオランダとの時差は、常に８時間である。 

ｂ．ストックホルムとヘルシンキは、年間を通じ同じ Standard Clock Time である。 

ｃ．シアトルが 2001 年 10 月８日の時の日本との時差は 16 時間である。 

ｄ．英国は年間を通じ Greenwich Mean Time と一致している。 

 

問 13．６月 28 日（木）にサンパウロ～東京間を日本航空の直行便を利用した場合の所要時間は次のうちど

れか。 

ａ．24 時間 55 分 ｂ．25 時間 55 分 ｃ．28 時間 ｄ．29 時間 

 

問 14．航空便に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

ａ．日本航空 047 便は、サンパウロ始発、ニューヨーク経由東京行きである。 

ｂ．アメリカン航空 61 便は、オースティン始発、ダラス経由東京行きである。 

ｃ．ヴァリグ・ブラジル航空 8844 便は、サンパウロ始発、リマ経由ロサンジェルス行である。 

ｄ．デルタ航空 79 便は、アトランタ始発、ロサンジェルス経由東京行である。 
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問 15．トーマスクックタイムテーブルに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

ａ．2391 列車は、休日を除く月曜日から土曜日に運行している。 

ｂ．731 列車は、南イタリア（又はシチリア）方面へ運行している。 

ｃ．9425 列車は、日曜日には 9485 列車として運行される。 

ｄ．9477 列車の始発駅は、ボローニャである。 

 

問 16．トーマスクックタイムテーブルに関する次の(ア)～(ウ)の記述から、誤っているものをすべて選び

なさい。 

（ア）589 列車は、追加料金が必要である。 

（イ）9367 列車は、ナポリ中央駅に到着する。 

（ウ）9427 列車は、毎日運行している。 

ａ．（イ） ｂ．（イ）（ウ） ｃ．（ア）（イ）（ウ） ｄ．（ア）（ウ） 
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第４問 以下の問 17.～問 21.の数次往復用一般旅券に関する各設問について該当するものを、それぞれの選

択肢から選びなさい。 

 

問 17．次の記述のうち、正しいものはどれか。 

ａ．旅券を紛失したことにより当該旅券の再発給を受けようとする者が提出する書類のうち「一般旅券

再発給申請書」は正副２通が必要であるが、この場合において、副については正の写しをもって代

えることができる。 

ｂ．残存有効期間が８年となった旅券を紛失したことにより、当該旅券の再発給を受けた旅券の有効期

間の満了日は、再発行された日にかかわらず、当該紛失した旅券の有効期間の満了日となる。 

ｃ．渡航中に、紛失した有効な旅券に代えて渡航書が発行され帰国した場合、帰国後に旅券が再発給さ

れたとき、紛失した当該旅券は失効する。 

ｄ．日本国内にて有効な旅券を紛失し、再発給を受けた後、紛失した当該旅券が発見された場合、旅券

名義人は、遅滞なく都道府県知事又は外務大臣に届出、再発給を受けた旅券を返納しなければなら

ない。 

 

問 18．次の記述のうち、正しいものはどれか。 

ａ．旅券の有効期間が満了したとき、当該旅券は失効するが、旅券の名義人が海外にいる場合は、有効

期間が満了しても本邦に帰国するまで旅券は失効しない。 

ｂ．国内において、有効な旅券を焼失した場合には、遅滞なく、都道府県知事又は外務大臣にその旨を

届け出なければならないが、旅券の名義人が焼失の届出をした時に、当該焼失した旅券は失効する。 

ｃ．旅券の再発給を申請した者が当該旅券の再発行の日から６か月以内に当該旅券を受領せず、その６

か月を経過したとき当該旅券は失効する。 

ｄ．渡航中に有効な旅券を紛失したために渡航書の発給を希望する者の現住する地方に領事館が設置さ

れていないなど、当該渡航書の発給申請をすることができないやむを得ない事情があるときは、そ

の者に代わりその者の親族のみが、外務大臣又は領事官に申請することができる。 

 

問 19．次の(ア) ～ (ウ)の記述から、正しいものをすべて選びなさい。 

（ア）旅券の有効期間が満了したため失効した旅券を返納の上、新たに旅券の発給を申請する場合、

戸籍謄本（抄本）の提出を要しない。 

（イ）旅券の発給を申請する際に、申請者の身元を確認する書類として本籍の入った住民票の写し、

郵便はがきの提出に加え運転免許証のみを提示すれば十分であるが、運転免許証がない場合は、

国民健康保険証と国民年金手帳を提示すればよい。 

（ウ）旅券の発給を申請する際に、申請者が配偶者を通じて当該申請に係る書類等を提出して申請し

ようとする場合、配偶者自身の身元を確認するための書類の提示又は提出を求められることは

ない。 

ａ．（ア）（イ） ｂ．（イ） ｃ．（イ）（ウ） ｄ．（ア）（ウ） 
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問 20．次の(ア) ～ (ウ)の記述から、誤っているものをすべて選びなさい。 

（ア）居所（住民登録地以外の居住地）での申請が認められるのは、学生、単身赴任者等国内に居住し

ている者、海外からの一時帰国者に限られ、寄港地に上陸している船員はその対象とならない。 

（イ）旅券の記載事項のうち、名義人の氏名に変更が生じた場合には、一般旅券訂正申請書と当該旅券

を提出することにより、名義人の氏名及び署名（所持人自署）の訂正を申請することができる。 

（ウ）18歳の時に交付を受けた旅券の残存有効期間が１年未満となったため、名義人が当該旅券を返納

の上、新たに旅券の発給を申請する場合、有効期間が10年の旅券を申請することができる。 

ａ．（ア）（イ） ｂ．（イ） ｃ．（イ）（ウ） ｄ．（ア）（ウ） 

 

問 21．次の(ア) ～ (ウ)の記述から、誤っているものをすべて選びなさい。 

（ア）同一の戸籍内で同一の都道府県に居住しているが、住民票記載の住所が異なる２人以上の者が

同時に旅券の発給申請をする場合、いずれか１人のものが戸籍謄本を提出しても、他の者につ

いては、戸籍謄本（抄本）の提出を省略することはできない。 

（イ）旅券の発給を申請する際に、併せて査証欄の増補申請を行なった場合に限り、当該旅券の査証

欄に余白がなくなったときは、更に１回査証欄の増補を申請することができる。 

（ウ）旅券の発給を申請する者が１歳未満の乳児の場合、当該乳児の法定代理人以外の者は、「一般

旅券発給申請書」の「所持人自署」欄への署名を当該発給申請者の記名をもって代えることが

できない。 

ａ．（ア）（イ） ｂ．（イ）（ウ） ｃ．（ア）（ウ） ｄ．（ア）（イ）（ウ） 
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第５問 以下の問 22.～問 24.の各設問について該当するものを、それぞれの選択肢から選びなさい。 

 

問 22．20 歳以上の日本人旅行者が帰国時に携帯又は別送して輸入する物品の通関手続に関する次の記述の

うち、誤っているものはどれか。 

ａ．課税価格とは、一般の輸入取引の場合の輸入港での価格をいい、通常、海外での小売価格の６割程

度の額とされている。 

ｂ．１個又は１組の課税価格が 10 万円を超えるものについては簡易税率は適用されない。 

ｃ．海外市価10万円のコートが課税対象となった場合、課税価格に簡易税率を乗じた額が課税される。 

ｄ．海外市価１本８万円のゴルフクラブ３本を持ち込んだ場合に課税される額は 24 万円に対して一般

の関税率が適用される。 

 

問 23．日本人旅行者が帰国時に携帯又は別送して輸入する物品の通関手続に関する次の記述のうち、正し

いものはどれか。 

ａ．個人が使用するために持ち込むことができる化粧品は、標準サイズで１品目 24個以内に限られる。 

ｂ．18 歳の者が購入した紙巻タバコ 200 本は、家族への土産として認められる場合に限り免税で持ち

込める。 

ｃ．複数の物品を個々に別送した場合、免税枠や簡易税率の適用を受けようとする者は、入国の際に「携

帯品・別送品申告書」をそれぞれの別送品ごとに各 2通を税関に提出し、申告しなければならない。 

ｄ．酒類、タバコ及び香水が課税される場合は、従価税による。 

 

問 24．本邦に在留する外国人（仮上陸の許可又は上陸の特例により上陸の許可を受けている者を除く。）の

再入国の許可に関する次の(ア) ～ (エ)の記述から、正しいものをすべて選びなさい。 

（ア）再入国の許可を受けようとする場合、地方入国管理局に再入国の許可を申請しなければならない。 

（イ）再入国の許可を受けて出国した者が、当該許可の有効期間内に再入国することができないとき

は、日本国領事館等に当該許可の有効期間の延長の申請をすることができる。 

（ウ）再入国の許可に当たり、数次再入国の許可は旅券に証印され、一次再入国の許可は、再入国許

可書が交付される。 

（エ）再入国許可の申請に当たっては、申請者本人以外の者が代わりに申請をすることは認められて

いない。 

ａ．（ア）（イ） ｂ．（イ）（ウ）（エ） ｃ．（ア）（ウ）（エ） ｄ．（ア）（イ）（エ） 
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第６問 以下の問 25.～問 44.の各設問について該当するものを、それぞれの選択肢から選びなさい。 

（地名の表記については、原則として「コンサイス外国地名事典第３版」による。） 

 

問 25．イスラム教徒の多いインドネシアの島々の中で「神々の島」と呼ばれる        は、生活や

風習、芸能などにヒンドゥー教の伝統が今も残る火山の島である。 

ａ．セブ島 ｂ．バリ島 ｃ．ビンタン島 ｄ．ランカウィ島 

 

問 26．チベット高原南東部の標高約 3,600ｍに位置し、年間を通じ太陽光線が強烈なため「日光城」と呼ば

れる都市        には、ラマ教の大本山で壮麗な建築で知られるポタラ宮がある。 

ａ．ウルムチ ｂ．カトマンズ ｃ．ポカラ ｄ．ラサ 

 

問 27．12 世紀に建造されたクメール王国の寺院遺跡であり、国の象徴としてカンボジアの国旗にも描かれて

いるアンコール ワットへの拠点となる都市は、トンレ サップ湖のほぼ北に位置する        で

ある。 

ａ．シェムレアップ ｂ．チェンマイ ｃ．パガン ｄ．ビエンチャン 

 

問 28．仏教の開祖、釈迦が菩提樹の下で悟りを開いたと伝えられる地        は、生誕・初説法・

入滅の地とならぶ仏教四大聖地のひとつである。 

ａ．クシナガラ ｂ．サールナート ｃ．ブッダ ガヤー ｄ．ルンビニ 

 

問 29．上海の南西約 160km、銭塘江下流の北岸に位置する浙江省の省都        は、かつての南宋の

都であり、13世紀末にマルコ ポーロによって「世界で最も美しく華やかな都市」と賞賛された。 

ａ．開封 ｂ．杭州 ｃ．南京 ｄ．洛陽 

 

問 30．サンクト ペテルブルクの中心部にあり、ネバ川沿いに立つ        美術館は、ダ ビンチ、

ミケランジェロ、レンブラントなどの傑作をはじめヨーロッパ美術が特に充実している。 

ａ．エルミタージュ ｂ．トレチャコフ ｃ．プーシキン ｄ．ロシア 

 

問 31．東洋磁器に範を求めた        磁器は、18 世紀にドイツ東部ザクセン州に設立されたヨーロ

ッパ最古の王立磁器製造所で作製され、ブルーオニオンなど独自のデザインによってヨーロッパ磁

器のモデルとなった。 

ａ．セーブル ｂ．デルフト ｃ．マイセン ｄ．リモージュ 
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問 32．シャモニーは、フランスとイタリアとの国境にそびえるアルプス山脈の最高峰        への

北麓からの登山観光拠点である。 

ａ．ピラトゥス ｂ．マッターホルン ｃ．モンブラン ｄ．ユングフラウ 

 

問 33．ドイツのビュルツブルクとフュッセンを結ぶ        街道には、中世の町のたたずまいが残

るローテンブルクやノイシュヴァンシュタイン城などの見どころがある。 

ａ．アルペン ｂ．エリカ ｃ．メルヘン ｄ．ロマンチック 

 

問 34．イスラム教徒の支配下にあったイベリア半島をキリスト教徒の手に取り戻す国土回復運動（レコン

キスタ）は、1492 年        にあるアルハンブラ宮殿の陥落により完了した。 

ａ．グラナダ ｂ．コルドバ ｃ．セビーリャ ｄ．マラガ 

 

問 35．エーゲ文明の存在は、19世紀後半にドイツの考古学者        によって、ギリシャ南部のミ

ケーネなどの古代都市遺跡が発掘されたことにより明らかとなった。 

ａ．エヴァンズ ｂ．カーター ｃ．シャンポリオン ｄ．シュリーマン 

 

問 36．フィレンツェの町を見下ろす        広場からは、ベッキオ橋、花の聖母教会（大聖堂）、ベ

ッキオ宮殿の塔をはじめアルノ川沿いに広がる町並みを見渡すことができる。 

ａ．サン マルコ ｂ．スペイン ｃ．ドゥオモ ｄ．ミケランジェロ 

 

問 37．タンザニア北東部にあるアフリカ大陸の最高峰キリマンジャロは、       との国境近くに位

置し、へミングウェーの「キリマンジャロの雪」の舞台としても知られている。 

ａ．アルジェリア ｂ．エチオピア ｃ．ザンビア ｄ．ケニア 

 

問 38．イスラム教の預言者ムハンマドの生誕地        は、ムスリムの聖地の中で最も神聖とされ、

世界各地から多数の巡礼者が集まる宗教都市である。 

ａ．エルサレム ｂ．ダマスカス ｃ．メッカ ｄ．メディナ 

 

問 39．メラネシア、ポリネシアとならぶ太平洋の三大区分のひとつミクロネシアは大別して４つの諸島か

らなるが、ミクロネシア最大の島グアム島は        諸島に属する。 

ａ．カロリン ｂ．ギルバート ｃ．マーシャル ｄ．マリアナ 
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問40．1934 年にボビー ジョーンズが        州のオーガスタで開催したゴルフ大会は、その後四大

トーナメントのひとつ「マスターズ」となり、この大会のみが毎年オーガスタ ナショナル ゴルフ ク

ラブで開催される。 

ａ．カリフォルニア ｂ．ジョージア ｃ．ネバダ ｄ．フロリダ 

 

問 41．ニューヨーク５区のひとつ        は商業や金融の中心地であるとともに、メトロポリタン

美術館をはじめ、博物館、劇場等の文化・娯楽施設も多く、さらにこの町の景観を際立たせている

のが林立する高層ビル群である。 

ａ．クィーンズ ｂ．ブルックリン ｃ．ブロンクス ｄ．マンハッタン 

 

問 42．メープル街道の北の起点        は、カナダ東部のセント ローレンス川北岸に位置し、町の

象徴ともいえるシャトー フロントナックはヨーロッパの城を思わせるホテルで、旧市街はイギリス

とフランスの植民地戦争当時の城壁に囲まれた町である。 

ａ．オタワ ｂ．ケベック ｃ．トロント ｄ．モントリオール 

 

問 43．メキシコ南部にある国際的リゾート地        は、古くからの港湾都市であり、伊達政宗の

使者支倉常長一行がローマに行くときに上陸した地でもある。 

ａ．アカプルコ ｂ．カンクン ｃ．ティファナ ｄ．ロス カボス 

 

問 44．ペルー南部クスコ県の高地にあり、「空中都市」と呼ばれる        の都市遺跡マチュピチュは、

アンデス山中の急峻な二つの山頂に挟まれた鞍部にあったため、20世紀初頭まで発見されなかった。 

ａ．アステカ ｂ．インカ ｃ．テオティワカン ｄ．マヤ 
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第７問 次の英文は、香港～マカオ間の交通手段に関する案内文である。問 45.～問 48.の各設問について該

当するものを、それぞれの選択肢から選びなさい。 

 

TURBOJET – One-way fares start at HK$130 in daytime from Hong Kong’s Shun Tak terminal 
to Macau. Between Macau and Hong Kong, fares start at 131 patacas. Reductions for over 60s 
and under 12s.  Tickets for night services (starting at 6:15 p.m.) and weekend fares are more 
expensive.  A reduced fare is available on services between Kowloon and Macau.  In Hong Kong 
fares can be paid only in HK$, in Macau in HK$ or patacas.  There are two classes – Super and 
Economy.  VIP cabins available on some ① vessels.  From Shun Tak, there is 24 hour service, 
with quarter-hourly sailings from 7 a.m.  After midnight, sailings are less frequent.  One piece 
of hand-carried luggage weighing up to 10 kilos and not exceeding 600mm×200mm×250mm 
travels free.  Additional pieces and the luggage exceeding the above size or weight are 
chargeable.  The Turbojet reserves the ② right to reject luggage exceeding 760mm×560mm×
320mm, or over 40kg.  Porter service available.  Left-luggage lockers can be rented. 
(※pataca = マカオの通貨単位) 

 

問 45．次のうち、英文の内容に合致していないものはどれか。 

ａ．夜間と週末の便の運賃は、平日の日中の便の運賃より高い。 

ｂ．60 歳以上と 12 歳未満の旅客には割引がある。 

ｃ．シュン タク ターミナルから 15 分おきに 24 時間運行されている。 

ｄ．ポーター サービスや手荷物預かり用の貸ロッカーが利用できる。 

 

問 46．次のうち、英文の内容に合致しているものはどれか。 

ａ．手荷物は大きさにかかわらず 10 キロ以内であれば１個は無料で持ち込める。 

ｂ．九龍とマカオ間を利用する場合には割引運賃が適用される。 

ｃ．すべての便にスーパークラス、エコノミークラス、VIP キャビンがある。 

ｄ．香港での運賃の支払いは香港ドルまたはパタカのいずれでも可能である。 

 

問 47．下線①の単語の意味とまったく異なる意味をもつ単語はどれか。 

ａ．boat ｂ．coach ｃ．craft ｄ．ship 
 

問 48．下線②の単語の意味と次の英文中の  right  が同じ意味で使われているものはどれか。 

ａ．Is this the  right  bus for the airport? 

ｂ．The bank is to the  right  of the post office. 

ｃ．We have a  right  to know the truth. 

ｄ．A little tram goes  right  up to the peak. 
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第８問 次の英文（アラスカ観光のモデル日程からの抜粋）を読み、問 49.～問 52.の各設問に該当するもの

を、それぞれの選択肢から選びなさい。 

    

Day 4Day 4Day 4Day 4    
Enjoy the morning on a self-guided walking tour of Downtown Fairbanks and the banks of the 
Chena River.  Visit local gold mines.  In the afternoon, travel upstream to Upper Chena 
River.  Experience true Alaska by floating down the crystal clear waters and fly-fishing for 
Arctic Grayling. 
This evening, relax in a natural outdoor hot spring pool and gaze at the brilliant sky filled 
with stars.  Overnight at Chena Hot Springs Resort.  Remember to keep your eyes out for 
the            , or the aurora borealis.  A good display can be so bright that you could read 
a book under them.   

Day 5Day 5Day 5Day 5    
Jump in the pool, walk the nearby trails, or sleep in.  After a leisurely morning, drive back to 
Fairbanks.  This evening, fly to an Athabaskan Village and learn ① firsthand of the local 
Native culture.  Overnight Fairbanks. 

 

問 49．次のうち、英文の内容から        に入る語句で最も適切なものはどれか。 

ａ．midnight sun ｂ．northern lights 
ｃ．polestar ｄ．starlight 

 

問 50．次のうち、英文の内容に合致していないものはどれか。 

ａ．４日目：夜は、天然の露天温泉プールに入ったり、満天の星空を眺めたりしてリラックスする。 

ｂ．４日目：一晩中屋外でも本を読むことができるほどの明るさの白夜を楽しむことができる。 

ｃ．５日目：午前中は、プールに入ったり近くを散策したり、あるいは朝寝などしてくつろいで過ごす。 

ｄ．５日目：チェナ ホット スプリングス リゾートからフェアバンクスへ車で戻る。 

 

問 51．次のうち、英文の内容に合致しているものはどれか。 

ａ．４日目：午前中は、チェナ川で砂金採りの体験ができる。 

ｂ．４日目：午後は、アッパー チェナ川でフライ フィッシングや川下りをし、本当のアラスカを体験

できる。 

ｃ．４日目：午前中は、フェアバンクスの中心街を専任ガイドの案内で歩いて観光ができる。 

ｄ．５日目：夕刻、飛行機でアサバスカン族の村を訪ね、訪問地で一泊する。 

 

問 52．下線部①の単語の意味に最も近い意味をもつ単語はどれか。 

ａ．deeply ｂ．directly ｃ．firstly ｄ．instantly 
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