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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。 （配点 ５点×４） 

 

適用条件 

１．旅 程 ： 

東京（TYO）－西安（SIA）－広州（CAN）－香港（HKG）－台北（TPE）－東京（TYO） 

        発  着 

 TOKYO（TYO） － XIAN（SIA） JL609 C 02OCT03 0955 1330 

 XIAN（SIA） － GUANGZHOU（CAN） CZ3204 C 05OCT03 1240 1500 

 GUANGZHOU（CAN） － HONG KONG（HKG） 列車  05OCT03 1730 1917 

 HONG KONG（HKG） － TAIPEI（TPE） CI606 C 08OCT03 1250 1420 

 TAIPEI（TPE） － TOKYO（TYO）  C     オープン     

 

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－1765－SIA－817－CAN－74－HKG－510－TPE－1330－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 → SIA → CAN 2582 

TYO → SIA → CAN → HKG 2656 

TYO → SIA → CAN → HKG → TPE 3166 

SIA → CAN → HKG → TPE → TYO 2731 

CAN → HKG → TPE → TYO 1914 

HKG → TPE → TYO 1840 
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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☆と△は設問上伏せてある。 

問１． この航空券の運賃計算上の折り返し地点はどれか。 

ａ． ＳＩＡ ｂ．ＣＡＮ ｃ．ＨＫＧ ｄ．ＴＰＥ 

 

問２． 往路のマイレージ計算の結果、航空券サンプルの FARE CALCULATION 欄の   ①   に表示され

るものはどれか。 

ａ． M TYOSIA1241.00 ｂ．25M 1291.25 ｃ．20M 1415.40 ｄ．25M TYOSIA1551.25 

 

問３． 航空券サンプルの FARE CALCULATION 欄の   ②   に表示されるＮＵＣ額はどれか。 

なお、香港からの国際線出発旅客を対象とする保安料を含むものとする。（保安料は航空券面上の

FARE CALCULATION 欄には Q5.00 と表示されている。） 

ａ． 2329.25 ｂ．2453.40 ｃ．2487.00 ｄ．2589.25 

 

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． この旅程において適用される運賃はＴＣ３地区内運賃で、グローバルインディケーターはＥＨが

適用される。 

ｂ． この旅程における CAN－HKG 間は列車による地上移動のため、運賃計算上、ＴＰＭの合計には加算

しない。 

ｃ． この旅程において有効期間を最大限に適用する場合の TPE－TYO 間の旅行開始日は、2004 年 10 月

２日となる。 

ｄ． この航空券の運賃計算上の旅行形態は、周回旅行である。 

 



 － 3 －

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～

６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。（配点 ５点×

 

適用条件 

１．旅 程： 

        発  着 

 TOKYO（TYO） － LONDON（LON） JL401 18OCT03 （土） 1200 1625 

× LONDON（LON） － NICE（NCE） BA348 19OCT03 （日） 1500 1800 

 NICE（NCE） － PARIS（PAR） 列車 21OCT03 （火） 0934 1512 

 PARIS（PAR） － AMSTERDAM（AMS） AF1740 23OCT03 （木） 1235 1350 

 AMSTERDAM（AMS） － TOKYO（TYO） JL412 25OCT03 （土） 2015 1430+1 

 

２．クラス・人員 ：エコノミークラス・大人１名（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 ：日本発ヨーロッパ行個人 IT 運賃 

４．各区間 TPM ：TYO－6220(TS)－LON－645－NCE－425－PAR－259－AMS－6007(TS)－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 → LON → NCE  6865 

TYO → LON → NCE → PAR  7290 

TYO → LON → NCE → PAR → AMS 7549 

LON → NCE → PAR → AMS → TYO 7336 

NCE → PAR → AMS → TYO 6691 

PAR → AMS → TYO 6266 
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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☆と△は設問上伏せてある。 

問５． 次の記述のうち、「日本発 IATA 第２地区 ヨーロッパ行個人 IT 運賃」の運賃適用規則に合致しな

いものはどれか。 

ａ． この旅程において必要旅行日数を満たすための AMS－TYO 間の旅行開始日は、2003 年 10 月 21 日

となる。 

ｂ． この旅程において有効期間を最大限に適用する場合の AMS－TYO 間の旅行開始日は、2003 年 11 月

19 日となる。 

ｃ．この旅程の適用期間（シーズナリティ）は、TYO－LON 間の出発日を基準として全旅程に適用する。 

ｄ． この旅程において３歳の子供が大人に同伴される場合、その子供の運賃は、途中降機料金を含ん

だ大人運賃の 75％となる。 

 

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 欄の   ①   に表示され

るものはどれか。 

ａ． 1205.00  ｂ．1255.00 ｃ．1260.00 ｄ．1310.00 

 

問７． 復路のマイレージ計算の結果、航空券サンプルの FARE CALCULATION 欄の   ②   に表示され

るものはどれか。 

ａ． 1135.00  ｂ．1205.00 ｃ．1255.00 ｄ．1310.00 

 

問８． 航空券サンプルの   ③   に表示されるＮＵＣ額はどれか。（この旅程に必要な途中降機料金

を含むものとする。） 

ａ． 2715.00 ｂ．2745.00 ｃ．2770.00 ｄ．2920.00 
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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７～９を必要に応じて参照のこと。 （配点 ５点×８） 

 

問９． 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． ＴＸＬ ――――――― ベルリン：テーゲル空港 

ｂ． ＬＧＡ ――――――― ニューヨーク：ラガーディア空港 

ｃ． ＹＥＧ ――――――― トロント：トロント国際空港 

ｄ． ＰＥＫ ――――――― 北京：北京首都国際空港 

 

問 10． 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． ＡＺ ――――――― アリタリア航空 

ｂ． ＭＳ ――――――― マレーシア航空 

ｃ． ＲＧ ――――――― ヴァリグ ブラジル航空 

ｄ． ＱＦ ――――――― カンタス航空 

 

問 11． 次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

ａ． 札幌とソウルとの間には時差がない。 

ｂ． オスロとヘルシンキとの間には時差がない。 

ｃ． ロンドンの夏時間は、Greenwich Mean Time（ＧＭＴ）より１時間進んでいる。 

ｄ． 大連と香港との間には時差がない。 

 

問 12． ６月 13 日（金）に東京～イスタンブール間をトルコ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． ９時間 25 分 

ｂ． 12 時間 25 分 

ｃ． 13 時間 25 分 

ｄ． 15 時間 25 分 

 

問 13． 東京～イスタンブール間を運航する日本航空 5091 便に関する次の記述のうち、誤っているものは

どれか。 

ａ． 他の航空会社の機材で運航されるコードシェア便である。 

ｂ． ファーストクラスはない。 

ｃ． ノンストップで運航されている。 

ｄ． ６月３日（火）に運航している。 

 



 － 6 －

問 14． 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． 6565 列車は、８月 30 日（土）に運行している。 

ｂ． 6567 列車は、９月には運行しない。 

ｃ． すべてのＴＧＶ列車には、軽食と飲み物を提供するサービスがある。 

ｄ． ノンストップで運行するパリ発ジュネーブ行の列車はない。 

 

問 15． 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、正しいものをすべて選

びなさい。 

（ア） パリから 9251 列車を利用すれば、ミラノまで行くことができる。 

（イ） 9255 列車には、特別料金が設定されている。 

（ウ） 6567 列車の愛称は、「ベルサイユ」である。 

ａ． （ア）  ｂ．（ア）（イ） 

ｃ． （ア）（イ）（ウ）  ｄ．（イ）（ウ） 

 

問 16． 次のうち、日本人が観光を目的として旅行する場合、査証が必要となる旅行はどれか。（査証不要

の場合の適用条件はすべて満たしているものとし、旅行開始日は 2003 年９月１日とする。） 

ａ． プーケット、バンコク６日間の旅 

ｂ． クライストチャーチ、クイーンズタウン、ロトルア、オークランド８日間の旅 

ｃ． ウィーン、プラハ、ブダぺスト８日間の旅 

ｄ． ハノイ、ホーチミン６日間の旅 
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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。 （配点 ５点×５） 

 

問 17． 次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

ａ． 住民基本台帳ネットワークシステム（以下、住基ネットという。）を利用している都道府県の市

区町村に住民登録があり、当該都道府県の窓口で旅券の発給申請をする場合、住基ネットに参加

する市区町村に居住し住基ネットを利用する者は、申請に必要な書類のうち、本籍の入った住民

票の写しの提出は不要である。 

ｂ． 同一戸籍内にあり同一都道府県内に居住する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人の者が戸籍謄本を提出すれば、他の者は戸籍謄本（抄本）を提出する必要はない。 

ｃ． 残存有効期間が１年未満となった旅券の名義人が当該旅券を返納し、新たに旅券の発給申請をす

る場合、申請者の氏名又は本籍の都道府県名に変更がないときは、戸籍謄本（抄本）の提出を省

略することができる。 

ｄ． 有効期間が満了となった旅券の名義人が当該旅券を返納し、新たに旅券の発給申請をする場合、

申請者の氏名又は本籍の都道府県名に変更がないときは、戸籍謄本（抄本）の提出を省略するこ

とができる。 

 

問 18． 次の記述うち、正しいものはどれか。 

ａ． 旅券の発給申請に当たり、申請者がその法定代理人を通じて当該申請書類などを提出する場合、

「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」を同時に提出しなければならない。 

ｂ． 旅券の発給申請に当たり、申請者の代わりに出頭する者は、当該申請内容を知り、かつ、国内に

あっては都道府県知事、国外にあっては領事官の指示を申請者に確実に伝達できる満 20 歳以上の

者でなければならない。 

ｃ． 有効な旅券を紛失したため旅券の再発給を受けた場合、当該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紛失した旅券の有効期間の満了日となる。 

ｄ． 一般旅券発給申請書の「所持人自署」欄の署名と「申請者署名」欄にする署名とは同一でなけれ

ばならない。 

 

問 19． 次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

ａ． 旅券の新規発給申請又は再発給申請をした者が、当該旅券の発行の日から６か月以内に当該旅券

を受領しなかった場合、当該旅券は失効する。 

ｂ． 有効な旅券を紛失したため旅券の再発給を受けた者が、その後、当該紛失した旅券を発見した場

合には、遅滞なく届出をするとともに当該再発給を受けた旅券を返納しなければならない。 

ｃ． 有効な旅券を返納し、新たに旅券の発給申請をする場合、新たな旅券の発行があったとき、当該

返納した旅券は失効する。 

ｄ． 旅券の再発給申請に必要な書類のうち、一般旅券再発給申請書は正副２通、写真は２葉である。 
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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） 旅券の発給を申請する際に、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国

内居住者のみで、学生・単身赴任者などがその対象となるが、海外からの一時帰国者はその

対象とならない。 

（イ） 残存有効期間が１年６か月となった旅券の名義人が婚姻により姓が変更となったとき、当該

旅券の記載事項の訂正申請又は再発給申請をすることができる。 

（ウ） 旅券の発給申請をする際に、併せて査証欄の増補申請を行った旅券の査証欄に余白がなく

なったときは、査証欄の増補申請は１回に限られるため当該旅券を返納の上、新たに旅券の

発給申請をしなければならない。 

ａ． （ア）（イ）  ｂ．（ア）（イ）（ウ） 

ｃ． （ア）（ウ）  ｄ．（イ）（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） 20 歳未満の既婚者が旅券の発給申請をする場合、有効期間が５年又は 10 年のいずれかを選

択することができる。 

（イ） 渡航中に旅券を紛失し、渡航書の発給を受けて帰国した者が旅券の発給申請をする場合、20

歳以上の者は新たに有効期間が５年又は 10 年のいずれかを選択することができる。 

（ウ） 17 歳の時に交付を受けた旅券の名義人が、当該旅券の残存有効期間が６か月未満となったた

め、当該旅券を返納の上、新たに旅券の発給申請をする場合、有効期間が５年又は 10 年のい

ずれかを選択することができる。 

ａ． （ア）（イ）  ｂ．（ア）（イ）（ウ） 

ｃ．（ア）（ウ）  ｄ．（イ）（ウ） 

 



 － 9 －

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。 

 （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． 再入国許可の申請は、日本出国前にあらかじめ最寄りの地方入国管理局に出頭して行わなければ

ならない。 

ｂ． 再入国許可の申請は、日本出国後であっても、最寄りの在外公館に出頭して行うことができる。 

ｃ． 再入国許可には、１回限り有効なものと数次有効なものとがある。 

ｄ． 再入国許可の申請は、申請者本人以外の者が出頭して当該申請書類などを提出することも認めら

れている。 

 

問 23． 20 歳以上の日本人旅行者が日本帰国時に携帯又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、誤っているものはどれか。 

ａ． 海外市価 10 万円のジャケットが課税対象となった場合、課税価格に対して簡易税率を乗じた額が

課税される。 

ｂ．海外市価１個８万円のハンドバッグと１個 12 万円の指輪と１個 15 万円の腕時計を購入した場合、

課税対象となる腕時計の課税価格に対して消費税及び地方消費税が課税される。 

ｃ．１個で海外市価 20 万円を超える物品の場合、20 万円を控除した超過額に対してのみ課税される。 

ｄ．１品目ごとの海外市価の合計額が１万円以下の物品は、免税枠 20 万円の計算に加える必要はない。 

 

問 24． 日本人旅行者が日本帰国時に携帯又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、誤っ

ているものはどれか。 

ａ． 海外で購入した物品を日本にいる友人を受取人として旅行先から発送して帰国した場合、当該物

品は別送品申告の対象とならない。 

ｂ． 免税枠を超える紙巻タバコに対する税額は、従量税方式により計算される。 

ｃ． 海外市価２万円の香水（１個２分の１オンス）８個は免税となる。 

ｄ．６歳未満の子供については、おもちゃなど明らかに本人の使用と認められるもののみ免税となる。 
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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。） 

 （配点 ２点×20） 

 

問 25． 暖流の影響で年間を通じて温暖な       は、「東洋のハワイ」とも言われ、村の入口などに

は帽子を被った大きな目のトルハルバンと呼ばれる黒い溶岩で作られたおじさん像がおかれており、

島のシンボルとなっている。 

ａ． 鬱陵島 ｂ．巨済島 ｃ．済州島 ｄ．珍島 

 

問 26． 北京市の北西部に位置する       は、アヘン戦争の際に英仏連合軍に破壊されたものを 

 19 世紀末に西太后が夏の離宮として再建したもので、現在では市民の憩いの場となっている。 

ａ． 頤和園 ｂ．景山公園 ｃ．天壇公園 ｄ．北海公園 

 

問 27． 次の観光スポットと民族衣装、通貨の組合せが全て正しいものはどれか。 

ａ． ハロン湾     ― アオザイ    ― ドン 

ｂ． 明の十三陵    ― チマ チョゴリ ― ウォン 

ｃ． ワット プラケオ ― サリー     ― バーツ 

ｄ． ボロブドゥール  ― チャドル    ― リアル 

 

問 28． 1521 年に世界一周航海の途上にあったマゼランが上陸した       には「マゼラン クロス」

を納める堂があり、国際空港のあるマクタン島と大橋で結ばれた南北に細長い島で、ビーチリゾー

トとして開発が進んでいる。 

ａ． セブ島 ｂ．パラワン島 ｃ．ミンダナオ島 ｄ．ルソン島 

 

問 29． 次のインドの都市と主要観光地（観光資源）との組合せのうち、誤っているものはどれか。 

ａ． アーグラ    ― タージ マハル 

ｂ． ジャイプル   ― 風の宮殿 

ｃ． バーラーナシー ― アジャンター石窟群 

ｄ． ムンバイ    ― インド門 

 

問 30．ピレネー山脈を越え、イベリア半島を西に進む巡礼路の目的地はキリスト教の聖地       で、

旧市街にあるロマネスク様式の大聖堂には 12 使徒のひとり聖ヤコブの遺骨が納められている。 

ａ． グラナダ  ｂ．コルドバ 

ｃ． サンティアゴ デ コンポステラ ｄ．セビーリャ 
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問 31． シェークスピアの「ロミオとジュリエット」の舞台として有名なイタリア北部の都市       

のブラ広場には、古代ローマ円形劇場が遺っており、夏には野外オペラなどが開催される。 

ａ． パルマ ｂ．ベネチア ｃ．ベローナ ｄ．ミラノ 

 

問 32． ネヴァ川沿いに位置し、エルミタージュ美術館をはじめ、バレエの公演で知られるマリインスキー

劇場がある       は、本年建都 300 年を迎え、歴史と文化の魅力に溢れた古都である。 

ａ． キエフ  ｂ．サンクト ペテルブルク 

ｃ． タリン  ｄ．ミンスク 

 

問 33． トルコのアナトリア高原東南部に位置する       には、凝灰岩が浸食されてできた無数の奇

岩が林立し、岩山をくりぬいてつくられたキリスト教の洞窟教会などが遺っている。 

ａ． エフェソス ｂ．カッパドキア ｃ．トロイ ｄ．パムッカレ 

 

問 34． 次の都市、その都市を流れる川及びその国の代表的音楽の組合せで誤っているものはどれか。 

ａ． インスブルック ― エルベ川  ― ヨーデル 

ｂ． パリ      ― セーヌ川  ― シャンソン 

ｃ． リスボン    ― テージョ川 ― ファド 

ｄ． ローマ     ― テベレ川  ― カンツォーネ 

 

問 35． 銀行や証券会社が集まり、ニューヨークのウォール街と並び国際金融のメッカとして知られる 

      は、ロンドン塔、セントポール大聖堂を含むテムズ川北岸の地区である。 

ａ． ウェストミンスター  ｂ．シティ 

ｃ． ソーホー  ｄ．メイフェア 

 

問 36． バンフ国立公園に属し「カナディアン ロッキーの宝石」と讃えられる       は、ビクトリ

ア氷河の浸食活動によってできた氷河湖である。 

ａ． マリーン レイク  ｂ．エメラルド レイク 

ｃ． オカナガン レイク  ｄ．レイク ルイーズ 

 

問 37． ジョージ ワシントンをはじめ４人のアメリカ歴代大統領の顔が彫られた巨大な岩山       

は、サウス ダコタ州ラピッド シティの南西部にある。 

ａ． クレージーホース メモリアル ｂ．ストーン マウンテン 

ｃ． デビルスタワー国立モニュメント ｄ．マウントラッシュモア国立メモリアル 
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問 38． メキシコのユカタン半島に栄えたマヤ文明は、      にピラミッド型のカスティージョと呼

ばれる城塞を中心に戦士の神殿、聖なる泉などを遺した。 

ａ． チチェン イッツァ  ｂ．テオティワカン 

ｃ．ウシュマル  ｄ．パレンケ 

 

問 39． 次の公園とその所在する都市との組合せで誤っているものはどれか。 

ａ． グラント公園       ― ロサンゼルス 

ｂ． ゴールデンゲート パーク ― サンフランシスコ 

ｃ． セントラル パーク    ― ニューヨーク 

ｄ． ポトマック公園      ― ワシントンＤ.Ｃ. 

 

問 40． デキシーランド ジャズの発祥地として有名なルイジアナ州の       では、旧市街のフレン

チ クォーター付近を発着する外輪船によるミシシッピ川遊覧が楽しめる。 

ａ． チャールストン ｂ．ナッシュビル ｃ．ニュー オリンズ ｄ．メンフィス 

 

問 41． イースト リバーを挟んでマンハッタン島とロングアイランドに架かる橋のうち、最南に位置する 

      には歩道も併設され、徒歩約 30 分で渡ることができる。 

ａ． ウィリアムズバーグ橋 ｂ．クイーンズボロー橋 

ｃ． ブルックリン橋  ｄ．マンハッタン橋 

 

問 42． 1970 年のアスワン ハイ ダム完成によって生れたナセル湖に沈む運命にあったナイル河畔の  

      は、元の位置から西方に移築されて水没を免れた。 

ａ． アブ シンベル神殿  ｂ．カルナク大神殿 

ｃ． ルクソル神殿  ｄ．ハトシェプスト女王葬祭殿 

 

問 43． オーストラリアの美しい港湾都市シドニーとインド洋に面するパースを結ぶ       は、ナ

ラーバー平原を 478km におよぶ世界一の直線区間を走る列車である。 

ａ． イースタン ＆ オリエンタル エクスプレス ｂ．インター シティ エクスプレス  

ｃ． インディアン パシフィック ｄ．ブルー トレイン 

 

問 44． 本年のヨットレース「アメリカズ カップ」が開催され、「帆の街」の愛称で知られる       

は、ニュージーランド北島にある最大の都市で約 100 万の人口を擁している。 

ａ． ウェリントン  ｂ．オークランド 

ｃ． クイーンズタウン  ｄ．クライストチャーチ 
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第７問 ピサの斜塔に関する次の英文を読み、問 45.～問 49.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） 

 

More than  （ア）  after it was closed to visitors, the Leaning Tower of Pisa was reopened 
in December 2001, though with its tilt slightly reduced.  The tower, one of Italy’s most famous 
landmarks, was closed for restoration in January 1990 after the authorities decided it was 
leaning  （イ）  far for tourists to climb safely.  About $25m has been spent on engineering 
work to reduce the eight storey building’s tilt to what it was in the 18th century. 
Before it closed, the Tower of Pisa was visited by more than a million people a year.  
Now, visitors will be able to climb to the top and step out onto the circular balconies on the 
second level.   

 

Tower Tour Information 
The price of a ticket is 15.00 euro (US$14). 
Opening Hours : 9:00 a.m. to 5:00 p.m. 
 
Guided tours will be conducted for a maximum of 30 people accompanied by tower staff.  
The tour takes 35 minutes and begins at the designated time on the entry ticket.  
Guided tours take place every 40 minutes from 9:00 a.m. to 4:20 p.m. 

A visit to the Leaning Tower is physically demanding for the visitor, and will affect each person 
differently.  Note that the narrow circular inside staircase to the tower is composed of about 
300 steps. 

Entry is forbidden to children less than eight years old, while minors must be accompanied by 
responsible adults. 
It is forbidden to lean out from the protecting balusters or to go out at the various levels. 
It is forbidden to walk under the bells or to strike them with anything. 
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問 45． 次のうち、 （ア）  にあてはまる最も適切な語句はどれか。  

ａ． a century ｂ．a decade ｃ．months ｄ．scores 
 

問 46． 次のうち、 （イ）  にあてはまる最も適切な単語はどれか。 

ａ． as ｂ．so ｃ．too ｄ．very 
 

問 47． 次のうち、下線部の単語に最も近い意味を持つ単語はどれか。 

ａ． prohibited ｂ．allowed ｃ．restricted ｄ．limited 
 

問 48． 次の（ア）～（エ）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） 斜塔は８層の建築物である。 

（イ） 斜塔は修復のため 1990 年１月より閉鎖されていた。 

（ウ） 斜塔は修復工事により18世紀当時の傾きまで回復した。 

（エ） 修復後は年間 100 万人以上の人が訪れている。 

ａ． （ア）（イ）  ｂ．（ア）（イ）（ウ） 

ｃ． （イ）（エ）  ｄ．（ウ）（エ）  

 

問 49． 次の（ア）～（エ）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） 50 人の団体が、斜塔内の見学を希望する場合は二つ以上のグループに分けられる。 

（イ） 斜塔見学ができる最終の入場時間は、午後５時である。 

（ウ） 斜塔見学には 40 分かかる。 

（エ） 斜塔見学の入場時間は入場券に表示されている。 

ａ． （ア）（イ）  ｂ．（ア）（イ）（ウ） 

ｃ．（ア）（エ）  ｄ．（イ）（ウ）（エ） 
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第８問 次の英文（「ロンドン交通局のお知らせ」からの抜粋）を読み、問 50.～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。 （配点 ５点×３） 

 

Waterloo & City line will NOT resume on Thursday evening 
We promised to keep you fully informed of progress.  
Teams are working round the clock to resolve the problem quickly and safely but it is taking 
longer than we originally thought. 
We very much regret that the Waterloo & City service will not be able to resume on Thursday 
evening as we had hoped.  
We do not want to give you another date until we are confident it can be met. 
      we have certainty about the train modifications and safety approvals we will let 
you know.  
We are sorry that this means that delays and crowding will continue on your Tube service. 
Special buses will of course continue until no longer needed.  

 

問 50． 次のうち、下線部の語句とまったく異なる意味を表すものはどれか。 

ａ． without rest  ｂ．all day and night 
ｃ． from morning till night ｄ．from time to time 

 

問 51． 次のうち       内に入る語句として最も適切なものはどれか。 

ａ． As soon as ｂ．At last ｃ．As long as ｄ．At least 
 

問 52． 次のうち、英文の内容に合致しないものはどれか。 

ａ． ウォータルー＆シティ線の復旧は予定通りには進んでいない。 

ｂ． ウォータルー＆シティ線は木曜の晩には復旧しない。 

ｃ． 代替バスはウォータルー＆シティ線の復旧と同時に運行が中止される。 

ｄ． ロンドン交通局は、復旧が確実になるまで運行再開予定日を通知しない。 

 

 


