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 ④ 海外旅行実務

第１問　下記の適用条件に基づき、別冊資料編・資料１～４を参照のうえ、問１.～問３.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。 （配点　５点×３）

適用条件

１．旅　程：

 発  着
TOKYO（TYO） － CHICAGO（CHI） JL010 23SEP02 （月） 1105 0820
CHICAGO（CHI） － DALLAS（DFW） バス 25SEP02 （水）   地上移動
DALLAS（DFW） － LOS ANGELES（LAX） AA2433 28SEP02 （土） 1250 1408

× LOS ANGELES（LAX） － KONA（KOA） UA051 28SEP02 （土） 1600 1828
KONA（KOA） － TOKYO（TYO） JL079 04OCT02 （金） 1045 1610+1

２．クラス・人員：エコノミークラス・大人２名（予約クラスは適用運賃に合致するものとする。）

３．適用運賃 ：日本発米国行団体ＩＴ運賃

４．各区間 TPM ：TYO―6286(PA)－CHI－801－DFW－1240－LAX－2504－KOA－3996(PA)－TYO

５．折り返し地点及び旅行形態

：運賃計算上の折り返し地点は CHI と DFW で、旅行形態はオープンジョーとする。

６．タリフ ：別冊資料編参照

７．IATA　ROE ：１NUC＝JPY100.000000

８．航空券の販売と発券：日本（SITI）

《参考》各区間の TPM の合計

区　　間 TPM の合計
TYO → CHI → DFW  7087
TYO → CHI → DFW → LAX  8327
TYO → CHI → DFW → LAX → KOA 10831
CHI → DFW → LAX → KOA → TYO  8541
DFW → LAX → KOA → TYO  7740
LAX → KOA → TYO  6500
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問１．往路に適用すべき大人１人当たりの運賃（ＮＵＣ額）はどれか。

ａ．985.00 ｂ．1010.00 ｃ．1035.00 ｄ．1060.00

問２．マイレージ計算の結果、復路に適用すべき大人１人当たりの運賃（ＮＵＣ額）の算出方法で正しい

ものはどれか。 （途中降機料金は含まないものとする。）

ａ．（207,000 円÷100.000000）×1/2＝1035.00

ｂ．（212,000 円÷100.000000）×1/2＝1060.00

ｃ．（207,000 円÷100.000000）×1/2×1.05＝1086.75

ｄ．（212,000 円÷100.000000）×1/2×1.15＝1219.00

問３．この旅程に必要な大人１人当たりの途中降機料金（ＮＵＣ額）はどれか。

ａ．80.00 ｂ．100.00 ｃ．200.00 ｄ．300.00
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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４～

６を参照のうえ、問４.～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。 （配点　５点×５）

適用条件

１．旅　程：

 発  着
TOKYO（TYO） － LONDON（LON） JL401 C 10OCT02 1200 1625
LONDON（LON） － MANCHESTER（MAN） BD586 C 12OCT02 1050 1150
MANCHESTER（MAN） － FRANKFURT（FRA） BA1710 C 16OCT02 1420 1705
FRANKFURT（FRA） － MUNICH（MUC） LH070 C 18OCT02 1020 1115
MUNICH（MUC） － VIENNA（VIE） 列車 20OCT02   地上移動
VIENNA（VIE） － PARIS（PAR） AF1139 C 22OCT02 1010 1215
PARIS（PAR） － TOKYO（TYO） JL416 C 25OCT02 1745 1225+1

２．クラス・人員：ビジネス（中間）クラス（Ｃ）・大人２名（夫婦）

３．適用運賃 ：１名はビジネス（中間）クラス普通運賃、１名はビジネス（中間）クラス配偶者割引運賃

４．各区間 TPM ：TYO－6220(TS)－LON－153－MAN－518－FRA－186－MUC－220－VIE－647－PAR－6206(TS)

　－TYO

５．折り返し地点：運賃計算上の折り返し地点は FRA とする。

６．タリフ ：別冊資料編参照

７．IATA　ROE ：１NUC＝JPY100.000000

８．航空券の販売と発券：日本（SITI）

《参考》各区間の TPM の合計

区　　間 TPM の合計
TYO → LON → MAN
TYO → LON → MAN

6373
TYO → LON → MAN → FRA 6891
TYO → LON → MAN → FRA → MUC 7077
TYO → LON → MAN → FRA → MUC → VIE 7297
TYO → LON → MAN → FRA → MUC → VIE → PAR 7944
LON → MAN → FRA → MUC → VIE → PAR → TYO 7930
MAN → FRA → MUC → VIE → PAR → TYO 7777
FRA → MUC → VIE → PAR → TYO 7259
MUC → VIE → PAR → TYO 7073
VIE → PAR → TYO 6853
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問８．次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ａ．換算レート(RATE OF EXCHANGE)＝ROE は、発券日に有効なレートを旅行終了まで適用する。

ｂ．この航空券の運賃計算上の旅行形態は、周回旅行である。

ｃ．この旅程において適用される運賃は、TC23 地区間運賃でグローバルインディケーターは TS が適

用される。

ｄ．この航空券の有効期間満了日は 2003 年 10 月 10 日である。
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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７～10 を必要に応じて参照のこと。 （配点　５点×８）

問９．東京が 10 月１日正午の時、次の各都市の現地時間で正しいものはどれか。

ａ．パース（ＰＥＲ）　　　―――――――　10 月１日　午前 11 時

ｂ．リスボン（ＬＩＳ）　　―――――――　10 月１日　午前５時

ｃ．サンパウロ（ＳＡＯ）　―――――――　10 月１日　午前１時

ｄ．ヘルシンキ（ＨＥＬ）　―――――――　10 月１日　午前５時

問 10．次の都市コードと都市名との組合せのうち、誤っているものはどれか。

ａ．ＯＲＮ　―――――――　フロリダ州 オーランド

ｂ．ＭＳＹ　―――――――　ルイジアナ州 ニュー オリンズ

ｃ．ＹＶＲ　―――――――　ブリティッシュ コロンビア州 バンクーバー

ｄ．ＳＡＮ　―――――――　カリフォルニア州 サン ディエゴ

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、誤っているものはどれか。

ａ．ＯＳ　―――――――　Austrian Airlines

ｂ．ＯＺ　―――――――　Asiana Airlines

ｃ．ＶＡ　―――――――　Virgin Atlantic Airways

ｄ．ＶＮ　―――――――　Vietnam Airlines

問 12．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．ＥＮ491 列車は、全車両寝台車で編成されている。

ｂ．ＩＣＥ列車は、すべて特別料金が適用される。

ｃ．ＩＣＥ921 列車の始発駅は、ベルリンである。

ｄ．ＮＺ1989 列車は、ハノーバーで下車することはできない。

問 13．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、正しいものはどれか。

ａ．ＩＣＥ699 列車は、土曜日を除き、毎日フランクフルトまで運行している。

ｂ．ＣＮＬ471 列車の終着駅は、バーゼルである。

ｃ．ＩＣＥ697 列車は、フルダに 21:46 に到着する。

ｄ．ＩＣＥ779 列車は、金・日曜日のみ運行している。
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問 14．６月 13 日（木）に航空機にて成田～カイロ間を利用する場合の所要時間は次のうちどれか。

（乗り継ぎがある場合、乗り継ぎに要する時間は含まない。）

ａ．14 時間 30 分

ｂ．14 時間 40 分

ｃ．17 時間 05 分

ｄ．18 時間 15 分

問 15．成田～カイロ間の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．トルコ航空を利用する場合は、イスタンブールで乗り継ぎとなる。

ｂ．ロンドン乗り継ぎ便は毎日運行される。

ｃ．ファーストクラスの設定があるのはエジプト航空と英国航空である。

ｄ．成田空港を日曜日の午後に出発する航空便は毎週２便ある。

問 16．次の記述のうち、正しいものはどれか。

ａ．欧州単一通貨「ユーロ」は、ＥＵ加盟国であるスウェーデン、デンマークにおいても導入されて

いる。

ｂ．欧州単一通貨「ユーロ」を導入した国では、以前に流通していた通貨もショッピングの際には「ユ

ーロ」と併用して使用することができる。

ｃ．ホテルの料金分類のうち、ラン オブ ザ ハウス レートは、客室のタイプや位置を問わないとい

う条件で適用される割引料金である。

ｄ．ホテルの料金分類のうち、コーポレート レートは、観光を目的とした旅行者向けに適用される割

引料金である。
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第４問　以下の問 17.～問 19.について、20 歳以上の旅券の名義人が、それぞれの事由により数次往復用一

般旅券に係る申請をする場合、該当するものを選択肢から選びなさい。 （配点　５点×３）

問 17．渡航中に旅券を紛失したため、「渡航書」で帰国したとき。

問 18．残存有効期間が３年となった旅券の名義人の姓が、婚姻により変更となったとき。

問 19．旅券の再発給申請をした者が交通事故により入院し、当該再発給申請した旅券を受領できず、当該

旅券の再発行の日から６か月を経過したとき。

［問 17.～問 19.の共通選択肢］

ａ．新規発給申請に限られる。

ｂ．新規発給申請をするか、記載事項の訂正申請をする。

ｃ．新規発給申請をするか、再発給申請をする。

ｄ．記載事項の訂正申請に限られる。
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第５問　以下の問 20.～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。 （配点　５点×２）

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）同一の戸籍内にある家族４人が同時に旅券の新規発給申請をする場合、いずれか１人の者が

戸籍謄本を提出すれば、他の３人の者は戸籍謄本（抄本）の提出を要しない。

（イ）旅券の新規発給申請をする際に、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、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、写真をはり付け

た会社の身分証明書のうち、いずれか１部を提示すればよい。

（ウ）残存有効期間が１年未満となった旅券を返納し、旅券の新規発給申請をする場合、当該１年

未満となった旅券の記載事項に変更がないときには、戸籍謄本（抄本）及び本籍の入った住

民票の写しの提出を省略することができる。

ａ．（ア） ｂ．（イ） ｃ．（イ）（ウ） ｄ．（ア）（ウ）

問 21．次の（ア）～（ウ）の記述から、正しいものをすべて選びなさい。

（ア）査証欄の増補申請をした旅券を受領するに当たり、申請者が旅行会社の社員を指定した場合、

当該社員は当該申請者に代わり出頭して当該旅券の交付を受けることができる。

（イ）残存有効期間が７年となった旅券を焼失したため再発給を受けた旅券の有効期間の満了日は、

再発行された日付にかかわらず、当該焼失した旅券の有効期間の満了日となる。

（ウ）乳児であって、署名する能力のない者が発給申請者である場合、発給申請者に代わり「一般

旅券発給申請書」の「所持人自署」欄に記名することができるのはその法定代理人に限られ

る。

ａ．（ア）（イ） ｂ．（ア）（ウ） ｃ．（イ）（ウ） ｄ．（ア）（イ）（ウ）
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第６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。

（配点　５点×３）

問 22．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記述のうち、誤っているものはどれか。

ａ．再入国の許可は、すべて数次再入国の許可が与えられる。

ｂ．再入国の許可は、旅券を所持する外国人にあっては、旅券に再入国許可の証印がなされる。

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

ｄ．特別永住者の再入国の許可は、当該許可が効力を生ずるものとされた日から４年を超えない範囲

内においてその有効期間が定められ、出国後に有効期間の延長が認められる場合は、その者の申

請に基づき、１年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から５年を超えない範囲内である。

問 23．20 歳以上の日本人旅行者が日本帰国時に携帯または別送して輸入する物品の通関に関する次の（ア）

～（ウ）の記述から、誤っているものをすべて選びなさい。

（ア）化粧品は、１品目につき標準サイズで 12 個を超えて持ち込むことはできない。

（イ）酒類の輸入で１本 10 万円のフランスワイン（760cc）３本のみを持ち込む場合、課税の対象

とならない。

（ウ）物品を別送した者が免税枠や簡易税率の適用を受けようとする場合、それが免税の範囲内で

あっても入国の際に「携帯品・別送品申告書」２通を提出し、申告しなければならない。

ａ．（ア） ｂ．（ア）（イ） ｃ．（イ）（ウ） ｄ．（ウ）

問 24．20 歳以上の日本人旅行者が日本帰国時に携帯または別送して輸入する物品の通関に関する次の記述

のうち、正しいものはどれか。

ａ．海外市価とは、旅行者が携帯品を取得した際に実際に支払った価格をいい、その価格が通常の価

格に比較して低いと認められた場合でも、領収書があれば海外市価とみなされる。

ｂ．課税対象となった海外市価が 15 万円のゴルフクラブは、簡易税率が適用される。

ｃ．スモークサーモンは動物検疫を受けなければ持ち込むことができない。

ｄ．海外市価がそれぞれ９万円のバッグ 1個と腕時計１個、１本５千円のネクタイ２本、１本６千円

のベルト４本のみを輸入する場合、申告価格は 20 万４千円となり課税の対象となる。
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第７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。）

（配点　２点×20）

問 25．ドイツのシュバルツバルト（黒い森）の東麓に源を発したネッカー川は、大学の町テュービンゲン

を流れ、自動車産業が集まるシュトゥットガルトや古都ハイデルベルクを経て、古城街道の西の起

点マンハイムで 　　　　　 川に流れ込む。

ａ．エルベ ｂ．ドナウ ｃ．モルダウ ｄ．ライン

問 26．イングランドを征服したウィリアム 1世が王冠を受けて以来、歴代のイギリス国王や女王の戴冠式

が行われてきた 　　　　　 には、ニュートンやダーウィンなどが埋葬されており、近年ではダイ

アナ元妃の葬儀が行われたところでもある。

ａ．ウェストミンスター寺院 ｂ．カンタベリー大聖堂

ｃ．セントポール大聖堂 ｄ．ヨーク大聖堂

問 27．ドーバー海峡の海底トンネルでイギリスとヨーロッパ大陸を結ぶユーロスターは、ロンドンからリ

ール ヨーロッパ駅を経由し、パリや 　　　　　 間をそれぞれ３時間前後で運行する高速列車で

ある。

ａ．アムステルダム ｂ．ジュネーブ ｃ．フランクフルト ｄ．ブリュッセル

問 28．次の絵画とその収蔵する美術館との組合せのうち、誤っているものはどれか。

ａ．「夜警」（レンブラント）　　　　　　　　―　ルーブル美術館

ｂ．「裸のマハ」（ゴヤ）　　　　　　　　　　―　プラド美術館

ｃ．「ヴィーナスの誕生」（ボッティチェリ）　―　ウフィツィ美術館

ｄ．「落穂拾い」（ミレー）　　　　　　　　　―　オルセー美術館

問 29．次の広場とその所在する都市との組合せのうち、誤っているものはどれか。

ａ．コンコルド　 ―　パリ ｂ．グラン プラス　　―　マドリード

ｃ．サン マルコ　―　ベネチア ｄ．マリエン　　　　 ―　ミュンヘン

問 30．次の国とその代表的な料理との組合せのうち、誤っているものはどれか。

ａ．オーストリア　―　ウィンナー シュニッツェル

ｂ．スイス　　　　―　チーズ フォンデュ

ｃ．スペイン　　　―　パエーリャ

ｄ．ドイツ　　　　―　ブイヤベース
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問 31．次の観光地とその所在するハワイの島々との組合せのうち、誤っているものはどれか。

ａ．キラウエア山　　　　 ―　ハワイ島

ｂ．ヌーアヌ パリ　　　　―　マウイ島

ｃ．シダの洞窟　　　　　 ―　カウアイ島

ｄ．ダイヤモンド ヘッド　―　オアフ島

問 32．アメリカ合衆国発祥の地 　　　　　 には、第１回大陸会議が開かれたカーペンターズ ホールや

独立宣言が採択された独立記念館などの 18 世紀当時の建物が今も残されている。

ａ．ウィリアムズバーグ ｂ．フィラデルフィア

ｃ．ボストン ｄ．ワシントンＤ.Ｃ.

問 33．長年世界一の高さをほこった 110 階建てのシアーズタワーをはじめ、世界有数の高さのビル群が建

ち並んでいる 　　　　　 は、五大湖のひとつ、ミシガン湖の南端に位置し、国内有数の農産物の

集散地であるとともに、商工業の中心地でもある。

ａ．シカゴ ｂ．デトロイト ｃ．トロント ｄ．モントリオール

問 34．メジャーリーグ１チームの本拠地として知られるミシシッピ川中流の河港都市 　　　　　 は、か

つては西部開拓の起点の地であり、その河畔には「西部への玄関口」の象徴としてゲートウエイア

ーチがそびえている。

ａ．シンシナティ ｂ．セント ルイス

ｃ．ニュー オリンズ ｄ．ミルウォーキー

問 35．直線、曲線などによる幾何模様や鳥などの巨大なナスカの地上絵は、 　　　　　 の南約 450km に

あり、多くの謎を秘めたまま巨大な大地というカンバスに今なお刻まれている。

ａ．サンタ フェ デ ボゴタ ｂ．サンティアゴ

ｃ．ラパス ｄ．リマ

問 36．中国北西部に位置する甘粛省には、古代シルクロードの要衝であった都市をはじめ、約 6,000km に

わたる万里の長城の西端にある 　　　　　 や、中国三大石窟のひとつで千仏洞ともよばれる敦煌

の莫高窟など多くの見所がある。

ａ．嘉峪関 ｂ．函谷関 ｃ．居庸関 ｄ．山海関
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問 37．次の通り（ショッピング又はビジネス街）とその所在する都市名との組合せのうち、誤っているも

のはどれか。

ａ．オーチャード ロード　―　クアラ ルンプール

ｂ．シーロム ロード　　　―　バンコク

ｃ．明洞路　　　　　　　 ―　ソウル

ｄ．王府井大街　　　　　 ―　北京

問 38．インド西部の 　　　　　 には、仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教の石窟寺院群があるが、そのほ

ぼ中央にある岩石寺院カイラーサナータ寺院はヒンドゥー教寺院の最高傑作のひとつに数えられる。

ａ．アーグラ ｂ．アジャンター ｃ．エローラ ｄ．バーラーナシー

問 39．ジャワ島中部、　　　　　 の北西約 30km にあるボロブドゥール遺跡は、８世紀後半から９世紀前

半にかけて造られた広大な仏教遺跡である。

ａ．ジャカルタ ｂ．ジョクジャカルタ

ｃ．スラバヤ ｄ．バンドン

問 40．14 世紀に李氏朝鮮王朝の正宮として建設された 　　　　　 は、15 世紀には第 4代国王世宗が学

者を集め、ハングル文字が考案・創作されたところである。

ａ．景福宮 ｂ．昌慶宮 ｃ．昌徳宮 ｄ．徳寿宮

問 41．海岸線に形成された氷食谷に海水が侵入してできたニュージーランドのミルフォード サウンドへ

の観光には、テ アナウとワカティプ湖畔にある 　　　　　 がその発着地となっている。

ａ．クイーンズタウン ｂ．タウポ

ｃ．ダニーディン ｄ．ロトルーア

問 42．砂漠に横たわる世界最大の砂岩の一枚岩で、太陽の移動によりさまざまな色に映えるエアーズ ロ

ックはオーストラリアのほぼ中央にあるが、 　　　　　 はその観光拠点となる町である。

ａ．アリス スプリングズ ｂ．ケアンズ

ｃ．ダーウィン ｄ．パース

問 43．ヨーロッパとアジアを分けるボスポラス海峡は、南のマルマラ海と北の 　　　　　 を結ぶ海峡で

西岸にイスタンブール、東岸にユスキュダルの都市がある。

ａ．アドリア海 ｂ．エーゲ海 ｃ．カスピ海 ｄ．黒海
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問 44．次の国立公園・自然保護区とその所在する国名との組合せのうち、誤っているものはどれか。

ａ．アンボセリ国立公園　　　―　ケニア

ｂ．クルーガー国立公園　　　―　南アフリカ

ｃ．セレンゲティ国立公園　　―　エチオピア

ｄ．ンゴロンゴロ自然保護区　―　タンザニア
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第８問　次の英文（博物館案内の抜粋）を読み、問 45.～問 50.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。 （配点　５点×６）

THE ROYAL TYRRELL MUSEUM
Come visit the world's largest exhibition of dinosaurs.  The Royal Tyrrell Museum is located

in Drumheller, Alberta, and it takes about one and a half hours from Calgary by car.  You can

see more than thirty-five complete dinosaur skeletons ― the largest collection under one roof

anywhere!  This world-class facility is the destination of approximately three hundred and

fifty thousand visitors each year.  Time recommended for exploring the Museum Gallery is

two to six hours.  ① Retain your admission receipt.  It allows you to exit and re-enter the

Museum on the day of your visit.

問 45．下線部①の単語の意味に最も近い意味をもつ単語は、次のうちどれか。

ａ．bring ｂ．deliver ｃ．give ｄ．keep

問 46．次の記述のうち、英文の内容に合致していないものはどれか。

ａ．この博物館では、世界最大の恐竜の骨格を復元し、展示している。

ｂ．この博物館には、毎年約 35 万人が訪れる。

ｃ．この博物館は、見学に２時間から６時間とることをすすめている。

ｄ．この博物館はドラムヘラーにあり、カルガリーから車で約 90 分かかる。

Summer Program
The Royal Tyrrell Museum has all kinds of programs for people of all ages and abilities.

Whether you want to do some ② hands-on digging for dinosaurs in the badlands, 　（ア）  

spend the night in our popular Camp-in program, we guarantee that you will have an

experience of a lifetime.  Programs are offered ③ on a first 　（イ）　 , first served basis.

Day Digs
Join us at a dinosaur excavation in the Drumheller Valley and help us uncover the rich

*paleontological history of Alberta.  You will be working side-by-side with museum staff

excavating real dinosaur bones and learning technical skills such as the mapping and

jacketing of fossils.  Day Digs is part of a multi-year research project, made possible solely

through the energy and enthusiasm of participants like you!  You must be at least 10 years of

age or older to participate in a Day Dig.

Adult: $90 (16 and over), Youth: $60 (10 - 15 accompanied by an adult)

Lunch, snacks, transportation to the quarry and admission to the Museum on the day of the

program are included.  A 30% discount is available when you book your second and

subsequent days.  This discount will be applied from the first day.
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A 10% discount is offered to groups of 10 or more as well as members of the Royal Tyrrell

Museum Cooperating Society.  One discount only will apply.

　*paleontological（古生物学の）

問 47．次のうち、 　（ア）　 にあてはまる最も適切な単語はどれか。

ａ．and ｂ．as ｃ．but ｄ．or

問 48．下線部③は熟語で「先着順に」の意味であるが、 　（イ）　 に入る単語で最も適切なものは、次

のうちどれか。

ａ．arrived ｂ．come ｃ．reached ｄ．shown

問 49．下線部②の行為を具体的に述べた次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ａ．You will work together with museum staff.

ｂ．You will dig up real dinosaur bones.

ｃ．You will become a member of a multi-year research project.

ｄ．You will learn technical skills such as the mapping and jacketing of fossils.

問 50．Day Digsに関する次の記述のうち、英文の内容に合致しているものはどれか。

ａ．２日以上連続して参加する申込をした場合、２日目の参加料金から 30％の割引が適用される。

ｂ．料金には博物館への入館料が含まれる。

ｃ．10％の割引が適用されるのは 10 名以上の団体のみである。

ｄ．10 歳未満は、無料で参加することができる。
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第９問　次の英文（観光案内の抜粋）を読み、問 51.～問 52.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。 （配点　５点×２）

Nelson Region and National Park
Nelson, at the top of the South Island, is an extraordinary corner of New Zealand; a

beautiful region caught between sweeping beaches and the northern edge of the Southern

Alps.   It  is  home to diverse communities that have bloomed on rich land in a

Mediterranean climate.  The relative isolation has fostered an unusual culture while

preserving much of the land in a peaceful, natural state.

In the region, there are three national parks all within a ninety minute drive of each other,

yet offering totally different experiences.  They are Abel Tasman (coastal), Nelson Lakes

(alpine) and New Zealand's newest and second largest national park Kahurangi (wilderness).

These and other natural areas are the base for a wide range of eco-tourism experiences.

問 51．次のうち、英文の内容に合致していないものはどれか。

ａ．ニュージーランド南島の北端に位置するネルソン地方は、特に広大な面積を有している。

ｂ．ネルソン地方は弧を描いて延びる海岸とサザン アルプスの北の端にはさまれた一帯に位置してい

る。

ｃ．ネルソン地方は地中海性気候である。

ｄ．ネルソン地方は比較的孤立した地域であるため特異な文化が育まれてきたが、一方では、地域の

ほとんどが静かで自然のままの状態で残されている。

問 52．次の（ア）～（ウ）の記述から、英文の内容に合致しているものをすべて選びなさい。

（ア）ニュージーランドで最も新しいカフランギ国立公園は、同国で２番目に大きな国立公園である。

（イ）ネルソン地方の国立公園やその他の自然のままの地域は、さまざまなエコツーリズムを体験

するための拠点となっている。

（ウ）ネルソン地方にある３つの国立公園はそれぞれの間を車で 90 分以内で行けるところにある。

ａ．（ア）（イ） ｂ．（イ）（ウ） ｃ．（ア）（ウ） ｄ．（ア）（イ）（ウ）


