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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５.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） － ROME（ROM） JL445 C 12OCT04 （火） 1110 1840 

× ROME（ROM） － ATHENS（ATH） AZ718 C 13OCT04 （水） 1400 1705 

 ATHENS（ATH） － PARIS（PAR） AF1233 C 15OCT04 （金） 1235 1505 

 PARIS（PAR） － NICE（NCE） AF7714 C 23OCT04 （土） 1330 1505 

 NICE（NCE） － LONDON（LON） BA343 C 25OCT04 （月） 1205 1305 

 LONDON（LON） － TOKYO（TYO） JL402 C 28OCT04 （木） 1945 1530+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－6147(TS)－ROM－667－ATH－1310－PAR－425－NCE－645－LON－6220(TS)－

TYO 

５．タリフ ：別冊資料編参照 

６．IATA ROE ：1NUC＝JPY100.000000 

７．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 → ROM → ATH 6814 

TYO → ROM → ATH → PAR 8124 

TYO → ROM → ATH → PAR → NCE 8549 

TYO → ROM → ATH → PAR → NCE → LON 9194 

ROM → ATH → PAR → NCE → LON → TYO 9267 

ATH → PAR → NCE → LON → TYO 8600 

PAR → NCE → LON → TYO 7290 

NCE → LON → TYO 6865 
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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☆は設問上伏せてある。 

 

問１． 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。 

ｂ． この航空券の換算レート（RATE OF EXCHANGE）＝ＲＯＥは、発券日（2004年10月５日）に有効な

レートを旅行終了まで適用する。 

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になったとき

でも、旅行開始日の運賃が旅行終了まで有効となる。 

ｄ． 週末運賃、平日運賃の適用基準は、往路の日本国内の最終地点を出発する曜日を基準として、全

旅程に適用する。 

 

問２． この航空券の運賃計算上の折り返し地点はどれか。 

ａ． ＡＴＨ ｂ．ＰＡＲ ｃ．ＮＣＥ ｄ．ＬＯＮ 

 

問３． 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． M4633.50 ｂ．10M4815.80 ｃ．10M TYOATH5096.85 ｄ．25M TYONCE5640.62 

 

問４． 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． M TYONCE4512.50 ｂ．M TYOATH4633.50 ｃ．M4712.50 ｄ．20M5560.20 

 

問５． 上記の問３．問４．において算出した運賃の合計額は、周回旅行の運賃計算規則に従ってCIRCLE 

TRIP MINIMUM FARE CHECKを行わなければならないが、その際のＣＴＭ（CIRCLE TRIP MINIMUM 

FARE）となる運賃（ＮＵＣ額）はどれか。 

ａ． 8756.00 ｂ．9025.00 ｃ．9267.00 ｄ．9467.00 

 

 

 

別紙出力紙 航空券サンプル２ を貼付して下さい。 
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第２問 下記の適用条件に基づき、別冊資料編・資料３～５を参照のうえ、問６.～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×３） 

 

適用条件 

１．旅 程： 

        発  着 

 TOKYO（TYO） － MANILA（MNL） JL741 23DEC04 （木） 0940 1330 

 MANILA（MNL） － BANGKOK（BKK） TG621 25DEC04 （土） 1440 1645 

 BANGKOK（BKK） － SINGAPORE（SIN） TG411 27DEC04 （月） 1310 1630 

 SINGAPORE（SIN） － OSAKA（OSA） JL722 30DEC04 （木） 2315 0620+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 ：日本発東南アジア行 IATA IIT運賃 

４．各区間TPM ：TYO－1879－MNL－1368－BKK－897－SIN－3059－OSA 

５．折り返し地点 ：運賃計算上の折り返し地点はSIN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 → MNL → BKK 3247 

TYO → MNL → BKK → SIN 4144 

MNL → BKK → SIN → OSA 5324 

BKK → SIN → OSA 3956 
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問６． マイレージ計算の結果、往路に適用すべき運賃（ＮＵＣ額）はどれか。 

ａ． 635.00 ｂ．685.00 ｃ．771.75 ｄ．855.75 

 

問７． この全旅程に適用すべき途中降機料金を含んだ運賃（ＮＵＣ額）はどれか。 

ａ． 1540.00 ｂ．1646.75 ｃ．1700.00 ｄ．1810.75 

 

問８． この旅程において、有効期間を最大限に適用する場合、SIN-OSA間の旅行開始日はどれか。 

ａ． 2005年１月１日 ｂ．2005年１月２日 ｃ．2005年１月５日 ｄ．2005年１月６日 
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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６～８を必要に応じて参照のこと。 （配点 ５点×８） 

 

問９． 次の都市コードと空港コードの組み合わせのうち、誤っているものはどれか。 

ａ． ＮＹＣ ――――――― ＬＧＡ 

ｂ． ＬＯＮ ――――――― ＬＧＷ 

ｃ． ＳＥＬ ――――――― ＩＣＮ 

ｄ． ＬＡＸ ――――――― ＬＯＳ 

 

問10． 次の航空会社コードと航空会社名の組み合わせのうち、誤っているものはどれか。 

ａ． ＡＣ ――――――― Air China 

ｂ． ＣＸ ――――――― Cathay Pacific Airways 

ｃ． ＥＧ ――――――― Japan Asia Airways 

ｄ． ＱＦ ――――――― Qantas Airways 

 

問11． 東京が10月11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．ソウル    ――――――― 10月11日 ９時 

ｂ．カイロ    ――――――― 10月11日 ６時 

ｃ．チューリッヒ ――――――― 10月11日 ５時 

ｄ．ロサンゼルス ――――――― 10月10日 23時 

 

問12． 東京発７月６日（火）にパリに行く旅程で、シャルル ドゴール空港のターミナル１に到着する直

行便を利用した場合の所要時間は、次のうちどれか。 

ａ． 12時間15分 

ｂ． 12時間25分 

ｃ． 13時間15分 

ｄ． 13時間25分 

 

問13．東京発パリ行きの航空便に関する次の記述のうち正しいものはどれか。 

ａ． ＡＦ277便は出発当日中にパリに到着する。 

ｂ． ＪＬ5053便は成田空港第２ターミナルから出発する。 

ｃ． ＪＬ415便にはファーストクラスは無い。 

ｄ． ＳＵ576便はサンクトペテルブルク経由である。 
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問14． トーマス クック タイムテーブルNO.667に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

ａ． 76列車は毎日、Madridを始発として、Alacantまで運行されている。 

ｂ． 1186列車はMadridが始発で、土曜日を除く毎日Alacantまで運行されている。 

ｃ． 1174列車はMadridが始発で、土曜日を除く毎日Gandiaまで運行されている。 

ｄ． タルゴには食堂車が連結されている。 

 

問15． トーマス クック タイムテーブルNO.667に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

ａ．8081列車は二等車のみの編成である。 

ｂ．994列車は全車両寝台車で編成されている。 

ｃ．220列車は月曜日にはCartagenaに12時37分に到着する。 

ｄ．8044列車は金曜日のみの運行である。 

 

問16． 次の記述のうち正しいものはどれか。 

ａ．日本人が査証免除で英国に入国する際に必要となる出入国記録の書式はI－94Ｗである。 

ｂ．ＥＴＡＳとはオーストラリアで採用されている電子渡航許可制度（電子入国認可システム）のこ

とである。 

ｃ．スイスはＥＵには非加盟だがユーロを法定通貨として採用している。 

ｄ．Cruise Directorとは、外航客船の船長のことである。 
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第４問 以下の問17.～問20.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×４） 

 

問17． 次の記述のうち正しいものはどれか。 

ａ． 20歳未満の申請者に対しては、原則として有効期間が5年の旅券が発給されるが、保護者の同意書

があれば有効期間を10年とすることができる。 

ｂ． 残存有効期間が６年となった旅券を紛失したため、再発給を受けた旅券の有効期間の満了日は当

該紛失した旅券の有効期間の満了日となる。 

ｃ． 旅券の再発給申請を行った者が、当該旅券の再発行の日から１年以内に当該旅券を受領しなかっ

た場合、その１年間を経過した時点で当該旅券は失効する。 

ｄ． 18歳の時に交付された旅券を発行日の３年後に焼失したため、再発給の申請を行う場合、有効期

間５年または10年の旅券を選択することができる。 

 

問18． 旅券の発給を申請する際に、申請者が人違いでないこと及び申請者が当該発給申請書に記載された

住所又は居所に居住していることを確認するため、本籍の入った住民票の写し（都道府県知事が住

民基本台帳法により、本人確認情報を利用するときは不要）及び申請者の氏名、住所をあて名とし

て記載した郵便はがきの提出に加えて提示又は提出する書類として必要かつ十分なものはどれか。  

ａ． 写真の貼ってある学生証を１点 

ｂ． 申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を１点 

ｃ． 国民健康保険証とクレジットカードの２点 

ｄ． 宅地建物取引主任者証を１点 

 

問19． 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） 署名能力のある幼児が旅券の発給申請をする場合、「一般旅券発給申請書」の「法定代理人

署名」欄に当該申請者の法定代理人の署名があれば、「申請者署名」欄には申請者本人の署

名は要しない。 

（イ）旅券の発給申請をする者が乳児または身体の故障などにより署名することが困難な場合には、

「一般旅券発給申請書」の「所持人自署」欄への署名は、申請者の法定代理人や配偶者など

省令で定める者が、申請者との関係を明記して申請者に代わり記名することができる。 

（ウ） 旅券の発給申請にあたり申請者に代わり出頭する者は、当該申請の内容を知り、かつ、都道

府県知事又は領事官の指示を本人に確実に伝達する能力があれば親族、知人を問われないが、

満20歳以上の者に限られる。 

ａ． （ア）（イ） ｂ．（ア）（ウ） ｃ．（イ） ｄ．（ウ） 
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問20． 次の記述のうち正しいものはどれか。 

ａ． 現に有する旅券の残存有効期間が１年未満となり、当該旅券を返納のうえ新たに旅券の発給申請

を行う場合、都道府県知事又は領事官が、申請者の身分上の事実を確認するため特に必要がある

と認める場合を除き、戸籍抄本（謄本）の提出を省略することができる。 

ｂ． 旅券を有していない者が、住民基本台帳ネットワークシステムを運用している都道府県の窓口で

旅券の発給申請を行う場合、原則として申請に必要な書類のうち、戸籍抄本（謄本）及び住民票

の写しの提出は不要である。 

ｃ． 既に査証欄の増補を受けた有効な旅券の査証欄に余白がなくなった場合は、１回に限り増補申請

をすることができる。 

ｄ． 渡航中に紛失した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、当該紛失した旅券は失効する。 
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第５問 以下の問21.～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×４） 

 

問21． 本邦に在留する外国人（仮上陸の許可を受けている者及び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． 再入国の許可を受けようとする場合、地方入国管理局に申請をしなければならない。 

ｂ． 日本への再入国の許可を受けずに出国した場合、日本国領事館に本人が出頭すれば、再入国の許

可を取得することができる。 

ｃ． 再入国の許可は、旅券を所持していない場合で国籍を有していないことその他の事由で旅券を取

得できないときは、再入国許可書が交付される。 

ｄ． 再入国許可には１回限り有効なものと数次のものとがあり、いずれの場合も現に有している在留

期間内で、かつ再入国許可の有効期間内に日本に再入国しなければ、現に有している在留資格が

失われる。 

 

問22． 日本人旅行者が日本を出入国する際の手続きに関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びな

さい。 

（ア） 猟銃・鉄砲・超高性能パソコンなど輸出が規制されている品物を輸出しようとする場合は、

事前に経済産業大臣の許可・承認を受けなければならない。 

（イ） 出国時に100万円を超える現金を携帯して輸出する場合は税関への届出が必要であるが、トラ

ベラーズチェックで100万円相当額を超えても税関への届出は不要である。 

（ウ） 出国時に携帯していた外国製時計について、出国の際税関で「外国製品の持出し届」に記入

し、税関の確認印を受け、帰国時に当該書面を税関に提出すれば課税の対象とならない。 

ａ． （ア） ｂ．（イ）（ウ） ｃ．（ア）（ウ） ｄ．（ウ） 

 

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品物の通関に関する次の記述のうち、正しいも

のはどれか。 

ａ． 帰国した日から10ヵ月後に到着する海外で購入した品物は別送品申告の対象とはならない。 

ｂ． 未成年者（20歳未満の者）の場合、「酒類」および「たばこ」については輸入できない。 

ｃ．１品目ごとの課税価格の合計額が１万円以下の品物は、免税枠20万円の計算に含める必要はない。 

ｄ．航空会社等の手違いで運送漏れになり後日送られてくる荷物は、別送品申告の対象とはならない。 
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問24． 20歳以上の日本人旅行者が帰国時に携帯して輸入する品物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． １本（760ml）８万円で購入したフランス・ブルゴーニュ産赤ワイン３本は、課税対象とはならな

い。 

ｂ． 海外市価28万円のバッグ１点のみを購入し輸入する場合、当該バッグの購入価格28万円全額が課

税対象となる。 

ｃ． 渡航中に購入したパソコンが課税対象となった場合、簡易税率は適用とならず、消費税５％（う

ち１％は地方消費税）のみが課税される。 

ｄ． 海外市価10万円で購入したコートが課税対象となった場合、その海外市価に簡易税率を乗じた額

が課税される。 
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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． ベトナムの政治文化の中心地       には、ホアン キエム湖とタイ湖の周辺に国父と言われ

るホー チミンの眠る廟やベトナム史上重要な文化財が遺され、「水上人形劇」はこの土地の伝統

芸能である。 

ａ． ダナン ｂ．ハノイ ｃ．フエ ｄ．ホー チミン 

 

問26． 四川省北西部のカルスト台地に広がる       は、原生林の中に神秘的な渓谷と湖沼群から成

る景勝地で、ジャイアントパンダなどの希少な野生動物の保護区としても知られている。 

ａ． 九寨溝 ｂ．黄山 ｃ．武夷山 ｄ．麗江 

 

問27． 次の中国の観光地とその所在する都市と省・区の組合せのうち、誤っているものはどれか。 

ａ． 兵馬俑坑  ― 西安 ― 陜西省 

ｂ． 莫高窟   ― 敦煌 ― 甘粛省 

ｃ． ポタラ宮  ― ラサ ― チベット自治区 

ｄ． 明の十三陵 ― 洛陽 ― 雲南省 

 

問28． 首都バンコクの南方に位置し、タイランド湾にある       島は、豊かな自然と調和したリ

ゾート地として開発が進み、なかでもチャウエンビーチは島内の人気ビーチとなっている。 

ａ． サムイ ｂ．プーケット ｃ．ペナン ｄ．ランカウイ 

 

問29． 太古の昔は湖の底であったと言われ、標高約1,300ｍに位置する       には、ブッダの目が

描かれた仏塔で知られるスワヤンブナート寺院があり、ヒマラヤ登山口としても知られている。 

ａ． カトマンズ ｂ．スリーナガル ｃ．ダージリン ｄ．ポカラ 

 

問30． 南アフリカ共和国の行政上の首都       は、立法上の首都ケープタウンと豪華列車ブルート

レインによっても結ばれ、春10月にはジャカランダの花が町全体を彩り「ジャカランダ シティ」

とも呼ばれる。 

ａ． キンバリー ｂ．ダーバン ｃ．プレトリア ｄ．ヨハネスバーグ 

 

問31． チュニジアやモロッコなどのマグレブ諸国の主食である       は、小麦粉を使用した細かい

粒状のパスタに、肉や魚、野菜を使った煮込みをかけて食べる料理である。 

ａ． クスクス ｂ．グヤーシュ ｃ．シシカバブ ｄ．ムサカ 
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問32． 次のオーストラリアの観光地とその観光拠点並びにその都市が属する州及び準州の組合せのうち、

誤っているものはどれか。 

ａ． カカドゥ国立公園     － ダーウィン － ノーザン テリトリー 

ｂ． サーファーズ パラダイス － アデレード － ニュー サウス ウェールズ州 

ｃ． フィリップ島       － メルボルン － ビクトリア州 

ｄ． ピナクルズ        － パース   － ウェスタン オーストラリア州 

 

問33． ローテンブルクやノイシュヴァンシュタイン城などを主な見どころとし、古都ビュルツブルクから

フュッセンまでの約350㎞におよぶロマンティック街道の白地図上の位置は       である。 

ａ． ① ｂ．② ｃ．③ ｄ．④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問34． ウィンザー城に隣接する競馬場で例年６月に行われる       は、エリザベス女王をはじめ王

室の面々も顔を揃え、イギリスの社交シーズンを代表する行事である。 

ａ． オークス  ｂ．グランド ナショナル 

ｃ． ダービー  ｄ．ロイヤル アスコット 

 

問35． モンマルトル地区にあり100年の歴史を誇るキャバレー       は、フレンチカンカンで有名

であり、パリの夜の歓楽街を描いた画家ロートレックも好んで題材としたことでも知られている。 

ａ． クレイジー ホース サルーン ｂ．パラディ ラタン 

ｃ． ムーラン ルージュ  ｄ．リド 
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問36． 数世紀にわたり様々な建築様式による増改築がなされ、百年戦争では要塞と化したモン サン ミッ

シェル修道院は、ブルターニュと       に挟まれたサンマロ湾に浮かぶ小島にあり、陸地と

は砂州上の道で繋がっている。 

ａ． コート ダジュール  ｂ．プロバンス 

ｃ． ノルマンディー  ｄ．ブルゴーニュ 

 

問37． アテネ市内アクロポリスの丘上の建造物でホメロスの詩にも登場する       は、６体の美し

い乙女の像（カリアティド）がイオニア式屋根の一部を支えている。 

ａ． アテネ古神殿 ｂ．エレクティオン ｃ．パルテノン神殿 ｄ．ヘラ神殿 

 

問38． 15世紀にオスマン帝国のスルタン・メフメト２世によって建てられた       は、現在では博

物館となっており、オスマン帝国の歴史と文化を物語る多数の宝飾品や陶磁器などが展示されてい

る。 

ａ． アヤ ソフィア  ｂ．トプカプ宮殿 

ｃ． ドルマバフチェ宮殿  ｄ．ブルー モスク 

 

問39． 次の陶磁器とその生産国及びその国の料理との組合せのうち、誤っているものはどれか。 

ａ． ウェッジウッド   － イギリス   － フィッシュ＆チップス 

ｂ． セーブル      － フランス   － ブイヤベース 

ｃ． ヘレンド      － オーストリア － ウィンナー シュニッツェル 

ｄ． リチャード ジノリ － イタリア   － ミネストローネ 

 

問40． ハワイ州で「渓谷の島」とも呼ばれ、ハレアカラ火山やカアナパリ ビーチなど多彩な観光資源を

もつマウイ島の白地図上の位置は       である。 

ａ． ① ｂ．② ｃ．③ ｄ．④ 

 

 



 － 25 －

問41． サンフランシスコの東、       山脈の中央に位置し、氷河の浸食によって刻まれた渓谷を中

心とするヨセミテ国立公園では、巨大な谷壁エル カピタンやセコイヤの巨木群などが織り成す大

自然の迫力ある景観を目の当たりにすることができる。 

ａ． アパラチア ｂ．カスケード ｃ．シェラ ネバダ ｄ．ロッキー 

 

問42． マヤ文化の遺跡「チチェン イッツァ」への観光拠点       は、ユカタン半島の北東端に位

置し、コスメル島と併せて一大ビーチリゾート地となっている。 

ａ． アカプルコ ｂ．カンクン ｃ．ラ パス ｄ．ロス カボス 

 

問43． レゲエ音楽の発祥地であり、近年はモンテゴベイなどのリゾート開発も進む       は、同国

最高峰ブルーマウンテンの山麓で産するコーヒーでも世界的に知られている。 

ａ． キューバ ｂ．ジャマイカ ｃ．バハマ ｄ．プエルトリコ 

 

問44． アメリカと国境を接するカナダのブリティッシュ コロンビア州の州都       は、高緯度に

位置するが、海流などの影響で気候は温暖であり、春から秋にかけてブッチャート ガーデンでは

花が咲き乱れ、多くの人々で賑わう。 

ａ． ケベック ｂ．ハリファクス ｃ．バンクーバー ｄ．ビクトリア 
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第７問次の英文は米国で開催された旅行コンベンションPow Wowへの参加申込書の抜粋である。これを読み、

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。 

 （配点 ５点×４） 

 

INSTRUCTIONS FOR INTERNATIONAL DELEGATE'S REGISTRATION 

The registration fee for all international trade delegates is $350.  Each participant attending 
International Pow Wow must register and pay this fee.  There is no   ①   or family 
program, and no partial registration will be given for attendance at International Pow Wow 
social functions.   
 
The registration fee includes: up to five nights lodging at your assigned hotel for the dates of 
May 23－27, round trip airport / hotel   ②   in Chicago, all meals and related functions 
which are part of the official International Pow Wow program; all ground transportation 
between functions sites; and a Chicago sightseeing tour.  The fee does not include post 
International Pow Wow familiarization tours; there is a $150 charge for these tours.   
 
Your registration form is combined with a familiarization tour application on which you may 
indicate two tour selections.  If your first-choice tour selection is not available, and if you have 
indicated a second-choice tour selection, you will automatically be assigned to your second-
choice tour selection if space is available.  There will be no refunds for confirmed tours.   
Refer   ③   the Familiarization Tour Guide included in this registration package for 
details of tour itineraries.   
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問45．本文中の   ①   、   ②   にあてはまる最適な語句の組み合わせを次から選びなさい。 
 

 ① ② 

ａ． children meetings 
ｂ． junior communications 
ｃ． senior itineraries 
ｄ． spouse transfers 

 

問46． 本文に記載されている registration fee に含まれているものをすべて選びなさい。 
（ア） 割り当てられたホテルでの５月23日から５月27日の間で最長５泊までの宿泊費 

（イ） ホテルと会場間の往復交通費 

（ウ） シカゴ市内観光料金 

（エ） コンベンション終了後のファミリアライゼーション ツアー参加費 

（オ） コンベンションに含まれる公式行事への参加費 

ａ． （ア）（イ）（エ）  ｂ．（ア）（ウ）（オ） 

ｃ．（イ）（ウ）（オ）  ｄ．（イ）（エ）（オ） 

 

問47． ファミリアライゼーション ツアーの参加申込の条件で本文に合致するものはどれか。 

ａ． 会議参加者はツアーコースのうち２つのコースに参加できる。 

ｂ． ツアーには２つのコースが用意されているが、事前にどちらかのコースに参加したいか希望は出

せない。 

ｃ．ツアーの参加申込書には、必ず第１希望と第２希望のコースを記入しなければならない。 

ｄ． ツアーの第２希望のコースまで申込みをした参加者は、第１希望のコースが満員の場合には、空

きがあれば第２希望のコースに自動的に割り当てられる。 

 

問48． 本文中の   ③   にあてはまる最も適切な単語はどれか。 

ａ． to ｂ．on ｃ．ｗith ｄ．from 
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第８問次の英文を読み、問49.～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×４） 

Queen Mary 2 makes New York debut 

NEW YORK (AP) ― The world's largest ocean liner, the Queen Mary 2, arrived in New York 
on Thursday, steaming up the Hudson River past a hazy Manhattan skyline and docking here 
for the first time.   
 
The Cunard Line vessel arrived nearly on schedule, just after 8 a.m. , after   ①   up time 
lost to the fog and to storms during the first two days of its inaugural trans-Atlantic crossing, 
which began in Southampton, England, last Friday.   
 
Onlookers watched from the shores of New York and New Jersey as the ship's arrival was 
marked by post-September 11 security measures and the customary New York greeting ― 
fireboats spouting red, white and blue water.  Earlier, it passed under the Verazzano Narrows 
Bridge, which links Brooklyn and Staten Island, with less than 20 feet to spare.   
 
The docking came 92 years and a week after another New York-bound British ocean liner, the 
Titanic, sank after striking an iceberg on its maiden voyage, killing 1, 503 people.   
 
The QM2 had no iceberg trouble, but the rough weather ― with 30-foot seas and force-10 gales 
gusting to 63 mph ― ② gave the passengers some nights to remember.  According to accounts 
published by reporters on board, many passengers stayed in their quarters rather than go to the 
dining rooms.   
 
The Queen Mary 2 revives the name of the liner about half its size that debuted in New York on 
June 1, 1936.  The Queen Mary was retired in 1967 and turned into a seaside tourist attraction 
in Long Beach, Calif.   
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問49． 次の（ア）～（ウ）の記述から、英文の内容に合致するものをすべて選びなさい。 
（ア） クイーンメリー２世号がベラザノナロウズ橋の下を通過したとき、船と橋との間は20フィー

ト足らずしかなかった。 

（イ） タイタニック号が処女航海中に沈没してからちょうど92年後に当たる日に、クイーンメリー

２世号はニューヨークに入港した。 

（ウ） 1967年に引退した初代のクイーンメリー号は、現在カリフォルニアのロングビーチに繋留さ

れ観光施設として利用されている。 

ａ． （ア）（イ）（ウ）  ｂ．（ア）（イ） 

ｃ． （ア）（ウ）  ｄ．（イ）（ウ） 

 

問50． 本文中の   ①   に入る最も適切な単語はどれか。 

ａ． making ｂ．giving ｃ．taking ｄ．pushing 
 

問51．本文に述べられているクイーンメリー２世号の航海の期間は何日間であったか。次から選びなさい。 

ａ． ５日間 ｂ．６日間 ｃ．７日間 ｄ．８日間 

 

問52． 本文中下線部②はあることが理由となって表現されたものであるが、その理由として最も適切なも

のはどれか。 

ａ． 船内でのエンターテイメントが豪華だったから 

ｂ． タイタニック号が衝突した時のような氷山を見たから 

ｃ． ニューヨークに到着した時の歓迎が素晴らしかったから 

ｄ． 悪天候に悩まされたから 

 

 


