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④ 海外旅行実務

第１問 下記の適用条件、Ｅチケットお客様控え（旅程）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一つ選びなさい。 （配点　５点×４）

適用条件

１．旅　程 ：Ｅチケットお客様控え（旅程）

２．クラス・人員 ：エコノミークラス・大人１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JL/JO東南アジア行　前売り悟空21

４．予約完了日 ：2005年８月26日

５．各区間TPM ：TYO－3311－SIN－197－KUL－3338－TYO

６．タリフ ：別冊資料編参照

７．IATA　ROE ：1NUC=JPY100.000000

８．運賃計算上の折り返し地点 ：KUL

９．各区間のMPM ：TYO－SIN 3973、TYO－KUL 4005

10．航空券の予約、販売と発券 ：日本

≪参考≫　　各区間の TPM の合計

区　　　　　　間 TPM の合計

TYO → SIN → KUL ３５０８

SIN → KUL → TYO ３５３５

JATA TRAVEL SERVICE/TOKYO JP 26AUG05/AA/16300000
1315705642266
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2005 年カレンダー

８ August ９ September

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

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. この全旅程に適用される運賃（円貨額）はどれか。

ａ．60,000円 ｂ．69,000円 ｃ．74,000円 ｄ．76,000円

問２．この旅程における航空券の予約完了日は2005年８月26日であるが、この場合の発券が可能な最終日

はどれか。

ａ．2005年８月29日 ｂ．2005年８月31日 ｃ．2005年９月１日 ｄ．2005年９月２日

問３．この旅程における運賃規則において、有効期限を最大限に適用する場合の復路KUL－TYO間の旅行開

始日はどれか。

ａ．2005年10月20日 ｂ．2005年10月21日 ｃ．2005年10月22日 ｄ．2005年10月23日
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問４．次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ａ．この旅程に適用されるTYO－SIN間とKUL－TYO間のJAL利用区間の燃油サーチャージ合計額は7,200

円である。

ｂ．この旅程におけるSIN－KUL間は運賃計算上、TPMの合計に加算する。

ｃ．この航空券の発券後、JAL711便出発時刻前までに、旅行者本人の都合により予約便をキャンセルし

旅行を取りやめた場合は、20,000円の取り消し手数料が徴収される。

ｄ．KULで旅行者本人の都合により、2005年９月27日のJAL724便に変更する場合は、この旅程において

適用される運賃のままで変更が可能である。
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この頁は、印刷してありません。
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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３～４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一つ選びなさい。 （配点　５点×４）

適用条件

１．旅　程：

発 着

TOKYO (TYO) ― FRANKFURT (FRA) JL407 07NOV05 (月) 1330 1740

FRANKFURT (FRA) ― MILAN (MIL) LH3888 08NOV05 (火) 1630 1740

MILAN (MIL) ― TURIN (TRN) 地上移動 11NOV05 (金)

TURIN (TRN) ― ROME (ROM) AZ1420 14NOV05 (月) 1220 1335

ROME (ROM) ― GENEVA (GVA) AZ574 16NOV05 (水) 0900 1035

GENEVA (GVA) ― PARIS (PAR) AF1843 18NOV05 (金) 1200 1310

PARIS (PAR) ― TOKYO (TYO) JL416 18NOV05 (金) 1655 1250+1

２．クラス・人員：エコノミークラス・大人１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IATA第２地区ヨーロッパ行個人IT運賃

４．予約完了日 ：2005年10月20日

５．各区間TPM ：TYO－5928(TS)－FRA－309－MIL－81－TRN－336－ROM－439－GVA－249－PAR－6206(TS)－TYO

６．タリフ ：別冊資料編参照

７．IATA　ROE ：1NUC=JPY100.000000

８．運賃計算上の折り返し点と旅行形態：

往路の終点をMILとして復路の始点をTRNとするオープンジョー

９．航空券の予約、販売と発券 ：日本

≪参考≫　　各区間の TPM の合計

区　　　　　　間 TPM の合計

TYO → FRA → MIL ６２３７

TYO → FRA → MIL → TRN ６３１８

TYO → FRA → MIL → TRN → ROM ６６５４

TYO → FRA → MIL → TRN → ROM → GVA ７０９３

TYO → FRA → MIL → TRN → ROM → GVA → PAR ７３４２

FRA → MIL → TRN → ROM → GVA → PAR → TYO ７６２０

MIL → TRN → ROM → GVA → PAR → TYO ７３１１

TRN → ROM → GVA → PAR → TYO ７２３０

ROM → GVA → PAR → TYO ６８９４

GVA → PAR → TYO ６４５５
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2005 年カレンダー

10 October 11 November

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

問５. 適用条件に基づき、この旅程の往路に適用すべきNUC額はどれか。

ａ．900.00 ｂ．950.00 ｃ．965.00 ｄ．1015.00

問６．この旅程に適用すべき途中降機を含んだ全旅程のNUC額はどれか。

ａ．2215.00 ｂ．2250.00 ｃ．2280.00 ｄ．2480.00

問７．この旅程の予約完了日は2005年10月20日であるが、この場合の発券が可能な最終日はどれか。

ａ．2005年10月23日 ｂ．2005年10月31日 ｃ．2005年11月１日 ｄ．2005年11月４日

問８．次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ａ．この旅程に適用される運賃は、航空旅行に加えて、規定された宿泊と観光等の地上手配を含んだ旅

行を組み立てるための包括旅行運賃である。

ｂ．この旅程に適用される途中降機とは、途中地点において到着後24時間を超えて滞在する場合をいう。

ｃ．この旅程に小児を同伴した場合、その運賃は大人運賃（途中降機料を含む）の75％である。

ｄ．この旅程に適用される運賃で、必要旅行日数を満たした復路GVA-AF1843-PAR-JL416-TYOの旅行開始

日は、2005年11月９日である。



－ 20 －

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一つ選びなさい。別冊

資料編・資料５～８を必要に応じて参照のこと。 （配点　５点×８）

問９．次の都市コードと都市名の組み合わせのうち、誤っているものはどれか。

ａ．ＯＲＬ　―――――――　オスロ

ｂ．ＨＫＴ　―――――――　プーケット

ｃ．ＳＴＯ　―――――――　ストックホルム

ｄ．ＷＡＳ　―――――――　ワシントン

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．ＡＹ　―――――――　フィンランド航空

ｂ．ＣＩ　―――――――　コンチネンタル航空

ｃ．ＤＬ　―――――――　デルタ航空

ｄ．ＭＵ　―――――――　中国東方航空

問11．東京が10月１日正午の時、次の各都市の現地時間のうちで、誤っているものはどれか。

ａ．シカゴ　　　　　―――――――　９月30日　午後10時

ｂ．バンコク　　　　―――――――　10月１日　午前10時

ｃ．コペンハ－ゲン　―――――――　10月１日　午前６時

ｄ．ロンドン　　　　―――――――　10月１日　午前４時

問12． 2005年６月10日（日）に成田をAC 004便で出発し、バンクーバーでAC 562便に乗換えてサンフラン

シスコまで行った場合の、乗継時間を除いた所要時間の合計は次のうちどれか。

ａ．10時間16分

ｂ．11時間10分

ｃ．12時間10分

ｄ．12時間25分

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．ストックホルムを土曜日の朝に出発して午前中にコペンハーゲンに着くことができる。

ｂ．229列車は始発駅であるストックホルムを10時40分に出発し、終点のリンチェピング（Link
..
oping）

に12時55分に到着する。

ｃ．322列車はマルメ（Malm
..
o）を12時11分に出発する。

ｄ．519列車に乗車するには追加料金は必要ないが、予約が必要である。
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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、正しいものはどれか。

ａ．67列車には寝台車とクシェットカーがあり、木、金、土曜日のみに運行される。

ｂ．207列車は金曜日のみに運行され、寝台車とクシェットカーのみの編成である。

ｃ．529列車はマルメ（Malm
..
o）に停車するが、乗車も下車もできない。

ｄ．541列車は予約が必要で、食堂車が連結されている。

問15．次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ａ．クルーズにおけるドレスコードとは、夕食時やパーティーなどにおいて着用する衣服を指定される

ことである。

ｂ．Sommelier（仏）とWine Steward（英）は、同意語である。

ｃ．ＴＧＶを利用してジュネーブからパリへ旅行する場合、スイス、フランス両国の出入国手続きは、

到着時に必ずパリで行われる。

ｄ．ADA roomとは、米国で身体障害者用客室のことをいう。

問16．次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ａ．欧州諸国では旅行者に対して、ひとつの店で一定金額以上の買い物をした場合に、付加価値税

（ＶＡＴ）を払い戻す免税制度がある。

ｂ．入国手続は、一般的に税関→入国審査→検疫の順に行われる。

ｃ．ＰＩＲとは、旅行中、航空機の委託手荷物が紛失等事故に遭った場合、旅行者が空港内航空会社の

ロスト アンド ファウンドに提出する用紙のことである。

ｄ．海外旅行保険で疾病治療費用を担保する保険に加入している場合には、旅行中現地で病気になり治

療のために必要となった通訳雇入費も支払われる。
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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

択肢から一つ選びなさい。 （配点　５点×４）

問17．次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ａ．旅券の発給申請をする場合、国内においては当該申請に係る書類及び写真を都道府県知事を経由し

て外務大臣に提出しなければならないが、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要

を認めるときは、直接外務省に出頭して、当該申請に係る書類及び写真を外務大臣に提出すること

ができる。

ｂ．旅券の発給申請をする場合、同一戸籍内にある夫婦が同時に申請をするに当たって、夫が戸籍謄本

を提出すれば、妻は戸籍謄本（抄本）の提出を省略することができる。

ｃ．旅券の発給申請をする場合、20歳未満の申請者で配偶者があり、かつ、就業している者は、有効期

間が５年又は10年の旅券を選択することができる。

ｄ．旅券の発給申請をする場合、提出する書類のうち国内においては「一般旅券発給申請書」１通、写真

１葉が必要であるが、国外においては、「一般旅券発給申請書」正副２通、写真２葉が必要となる。

問18．次の（ア）～（ウ）の記述から、誤っているものをすべて選んでいるものはどれか。

（ア）旅券の発給申請に当たり、運転免許証を交付されていない者にあっては、本人確認のための書

類として、申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書とその実印を提出又は提示すればよい。

（イ）旅券の発給申請に当たり、本人確認のための書類として、写真付き住民基本台帳カード１点を

提示すればよい。

（ウ）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、同時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ければ、戸籍謄本（抄本）の提出を省略す

ることができる。

ａ．（ア） ｂ．（ア）（イ）（ウ）

ｃ．（ア）（ウ） ｄ．（イ）（ウ）
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問19．次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ａ．旅券の発給申請に当たり、申請者に代わり出頭する者は、「親族又は指定した者を通ずる申請書類

等提出申出書」１通の提出が必要となるが、当該申請者の法定代理人が出頭する場合は提出を要し

ない。

ｂ．旅券の発給申請に当たり、申請者が「一般旅券発給申請書」の「所持人自署」欄に署名する能力の

ない乳幼児の場合、法定代理人に限り、当該申請者に代わり記名することができる。

ｃ．旅券に記載される氏名は、ヘボン式ローマ字により表記されるが、外務大臣又は領事官が、その氏

名が出生証明書等によりヘボン式によらないローマ字表記が適当であり、かつ、渡航の便宜のため

特に必要があると認める者については、この限りではない。

ｄ．旅券の発給を申請した者が、当該旅券の発行の日から６か月以内に受領せず、その６か月を経過し

たとき、当該旅券はその効力を失う。

問20．次の（ア）～（ウ）の記述から、正しいものをすべて選んでいるものはどれか。

（ア）旅券の名義人の姓が婚姻により変更となったときは、原則として再発給申請を行わなければな

らないが、当該名義人の希望により、当該旅券の記載事項の訂正を申請することができる。

（イ）残存有効期間が１年以上ある旅券を国内において紛失したため、旅券の発給を希望する場合に

は、再発給申請をしなければならない。

（ウ）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ときは、当該旅券を返納の

上、旅券の再発給申請をしなければならない。

ａ．（ア） ｂ．（ア）（イ）（ウ）

ｃ．（イ） ｄ．（イ）（ウ）
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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一つ選びなさい。

（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．再入国の許可の有効期間は、当該許可が効力を生ずるものとされた日から３年(特別永住者は４年)

を超えない範囲内で決定される。

ｂ．再入国の許可に当たり、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは、その旅券に再入国の

証印がなされる。

ｃ．再入国の許可を受けて出国した外国人が、再入国許可の有効期間内に再入国できない相当の理由が

ある場合には、日本国領事官等に有効期間の延長を申請することができる。

ｄ．日本への再入国許可を受けずに出国した外国人は、在留資格および在留期間に変更がない限り、日

本国領事官等に出頭して、再入国許可を受けることができる。

問22．旅行者が日本入国時に携帯して輸入する次の物品のうち、動植物検疫が必要なものはどれか。

ａ．アラスカ産スモークサーモン

ｂ．タイ産ランの切花

ｃ．ニュージーランド産シープスキンの敷物

ｄ．マレーシア産マンゴウのドライフルーツ

問23． 20歳以上の日本人旅行者が帰国時に携帯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．日本製紙巻たばこ200本、外国製紙巻たばこ200本を輸入する場合は、他のたばこがない限り、免税

となる。

ｂ．１本（750ml）10万円のワイン４本のみを輸入する場合は、免税の範囲を超える本数に対して簡易

税率が適用され、150円が課税される。

ｃ．購入したハンドバッグが課税対象となった場合、その課税額は海外市価に簡易税率を乗じて算出さ

れる。

ｄ．海外市価が10万円の財布１個と８万円のネックレス１本、１枚３千円のスカーフ３枚、１本５千円

のネクタイ４本のみを輸入する場合は、免税となる。
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問24．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（ア）～（ウ）の記述から、正しいもの

をすべて選んでいるものはどれか。

（ア）本邦通貨や外国通貨で合計100万円相当額を超えて持ち出す場合、税関に届出をしなければな

らない。

（イ）父親が土産品として自宅にいる３歳児のために購入したおもちゃなど、明らかに当該３歳児の

使用と認められるものは金額にかかわらず免税となる。

（ウ）外国で購入した物品を日本にいる家族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。

ａ．（ア）（イ） ｂ．（ア）（イ）（ウ）

ｃ．（ア）（ウ） ｄ．（イ）（ウ）
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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一つ選びなさい。

（地名表記については、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北部に位置する 　　　　　 は、古代ローマ時代から温泉保養地として

繁栄してきたが、ヨーロッパでも屈指の祝祭劇場で催される多彩な音楽プログラムにより、最近では

芸術・文化都市としての評価も高まっている。

ａ．カールスルーエ ｂ．バーデン バーデン

ｃ．フライブルク ｄ．マンハイム

問26．バイロンの詩「シヨンの囚人」で知られるシヨン城は、スイス西端の 　　　　　 湖岸に建つ12世

紀以来の古城で、その湖畔には国際都市ジュネーブやローザンヌ、モントルーなどの観光保養都市

がある。

ａ．チューリヒ ｂ．ボーデン ｃ．マッジョーレ ｄ．レマン

問27．ダビンチの壁画「最後の晩餐」が遺されているサンタマリア デレ グラツィエ教会やドゥオモ広場

等の歴史的遺産を多く持つ 　　　　　 は、経済の中心地であるとともにファッション界をリード

し、ショッピングも楽しめる新旧二つの顔を持つ都市である。

ａ．トリノ ｂ．フィレンツェ ｃ．ボローニャ ｄ．ミラノ

問28．来年生誕250年を迎えるモーツァルトの生家があり、美しいミラベル庭園で知られるドイツとの国境に

面した 　　　　　 では、世界的に高い評価を得ている音楽祭が、毎年７月下旬から８月末まで催

される。

ａ．ウィーン ｂ．ザルツブルク ｃ．バイロイト ｄ．ルツェルン

問29．次の都市とその都市を流れる川及びその川に架かる橋の組合せが、全て正しいものはどれか。

ａ．ウィーン　　　―　　マイン川　　―　　カレル橋

ｂ．パリ　　　　　―　　セーヌ川　　―　　カペル橋

ｃ．プラハ　　　　―　　ドナウ川　　―　　セーチェニくさり橋

ｄ．フィレンツェ　―　　アルノ川　　―　　ベッキオ橋

問30．デカン高原を蛇行するワゴーラ川沿いの断崖にあり、1819年に発見された 　　　　　 石窟は、

インド最古の仏教絵画といわれる蓮華手菩薩の壁画で知られている。

ａ．アジャンター ｂ．エローラ ｃ．カジュラーホ ｄ．ブッダ ガヤー
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問31．生野菜や米飯を多く使うベトナム料理には、ライスペーパーでくるんだ生春巻きや、牛肉や鶏肉の

具と米粉の麺をスープに入れた 　　　　　 などがある。

ａ．サムゲタン ｂ．トムヤムクン ｃ．ナシゴレン ｄ．フォー

問32．次の国とその国のリゾートアイランド及び通貨の組み合わせのうち、誤っているものはどれか。

ａ．インドネシア　　―　　バリ島　　　　　―　　ルピア

ｂ．タイ　　　　　　―　　プーケット島　　―　　バーツ

ｃ．フィリピン　　　―　　セブ島　　　　　―　　ペソ

ｄ．マレーシア　　　―　　ペナン島　　　　―　　ドン

問33．北京の故宮博物院の南方に位置する広大な 　　　　　 には、明、清の歴代皇帝が五穀豊穣を祈願

した円形の木造建築の祈年殿が建っており、釘を使用していない建物としても知られている。

ａ．頤和園 ｂ．景山公園 ｃ．天壇公園 ｄ．北海公園

問34．雲南省北部の山岳地帯に位置する 　　　　　 は、城壁がなく古い瓦屋根の美しい街並みが続く町

で、この地に住む納西（ナシ）族に伝わるトンパ文字は現在でもトンパ経の経典に使用されている

象形文字として知られている。

ａ．桂林 ｂ．昆明 ｃ．大理 ｄ．麗江

問35．マグレブ諸国のひとつ 　　　　　 は、かつてはフランスの保護領であったため自由な気風があり、

地中海のリゾート地として開発される一方、同地には古代都市カルタゴやローマ帝国の遺跡も遺され

ている。

ａ．アルジェリア ｂ．チュニジア ｃ．モロッコ ｄ．リビア

問36．南アフリカ共和国発祥の地として“マザーシティ”と呼ばれ、同国議会の所在地である 　　　　　 の

背後には雄大なテーブル マウンテンが控え、南に約50kmの位置にはアフリカ大陸最南端の喜望峰が

ある。

ａ．ケープタウン ｂ．ダーバン ｃ．プレトリア ｄ．ヨハネスバーグ

問37．オーストラリア大陸を縦断するガン鉄道が昨年２月に全線開通したことにより、北端の駅となった

ノーザン テリトリーの州都 　　　　　 は、広大な湿原が広がるカカドゥ国立公園への観光拠点で

ある。

ａ．アデレード ｂ．アリス スプリングス

ｃ．ケアンズ ｄ．ダーウィン
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問38．フロリダ半島南部に位置するアメリカ最大の湿地帯 　　　　　 国立公園は、淡水・塩水・汽水の

各水域が複雑に入り混じった生息環境を形成しているが、現在では稀少な動植物が絶滅の危機に瀕

している。

ａ．エバーグレーズ ｂ．グレイシア ｃ．シェナンドア ｄ．マンモス ケーブ

問39．海抜約3,800ｍで商業船が航行する湖としては世界最高所にあるティティカカ湖は、湖中央部に

ペルーと 　　　　　 との国境が通り、湖上に葦でできた浮島間の往来には伝統的な葦舟が利用さ

れている。

ａ．アルゼンチン ｂ．チリ ｃ．ボリビア ｄ．ブラジル

問40. 太平洋海域には多くの島々が存在し、民族や文化などの違いにより、３つのエリアに大別されるが、

次の図でその呼称がすべて正しい組み合わせはどれか。

ポリネシア ミクロネシア メラネシア

ａ （ウ） （ア） （イ）

ｂ （イ） （ア） （ウ）

ｃ （ウ） （イ） （ア）

ｄ （ア） （ウ） （イ）
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問41． 1926年に開通したルート66は、シアーズタワーの建つ 　　　　　 を起点にニュー メキシコ州、ア

リゾナ州などを経てロサンゼルスに至る全長2,000マイル以上に及び、自動車王国アメリカを象徴す

る「マザーロード」と呼ばれるハイウェイである。

ａ．アトランタ ｂ．シカゴ ｃ．ニューオリンズ ｄ．ニューヨーク

問42．世界３大瀑布のひとつのナイアガラ滝は、アメリカ滝とカナダ滝からなるが、五大湖の一部を示す

下図で湖の名前と、その滝のあるナイアガラ川の流れる方向が組み合わせとしてすべて正しいもの

はどれか。

湖　の　名　前 川の流れる方向

（ア） ヒューロン湖

（イ） オンタリオ湖ａ

（ウ） エリー湖

（ウ）→（イ）

（ア） オンタリオ湖

（イ） スペリオル湖ｂ

（ウ） エリー湖

（イ）→（ウ）

（ア） ミシガン湖

（イ） ヒューロン湖ｃ

（ウ） スペリオル湖

（ア）→（ウ）

（ア） ヒューロン湖

（イ） エリー湖ｄ

（ウ） ミシガン湖

（ウ）→（ア）



－ 30 －

問43．次の都市とその都市の代表的な通り及び広場の組合せのうち、誤っているものはどれか。

ａ．ロンドン　　　　－　　リージェント通り　　－　　ダム広場

ｂ．ニューヨーク　　－　　ブロードウェイ　　　－　　タイムズ スクエア

ｃ．パリ　　　　　　－　　シャンゼリゼ大通り　－　　コンコルド広場

ｄ．北京　　　　　　－　　王府井大街　　　　　－　　天安門広場

問44．次の長距離列車の列車名と走行区間との組み合わせのうち、誤っているものはどれか。

ａ．ロシア号　　　　　　　　　　　―　　　ウラジオストック　　　　モスクワ

ｂ．カナディアン号　　　　　　　　―　　　バンクーバー　　　　　　トロント

ｃ．ユーロスター　　　　　　　　　―　　　ロンドン　　　　　　　　ジュネーブ

ｄ．インディアン パシフィック号　 ―　　　シドニー　　　　　　　　パース
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第７問 次の英文はロンドンのダイアナ妃記念噴水についてのニュースです。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一つ選びなさい。

（配点　５点×４）

A fountain in central London 　　①　　 Princess Diana is expected to reopen on Friday

after a four-month closing over problems that have plagued it since it opened last July, officials

said.

The £3.6 million, or $6.85 million, fountain in Hyde Park had been scheduled to reopen May 1,

but the repairs were not completed 　　②　　 ．

The area was redesigned to allow wheelchair access, improve drainage and replace the existing

lawn with ③one that would better accommodate visitors to the site, which numbered about

5,000 an hour last summer.

The shallow, granite, oval channel filled with running water was intended as both a memorial

and a play area, with visitors allowed to splash around in the fountain.

The fountain, designed by a U.S. architect, Kathryn Gustafson, was opened by Queen ElizabethⅡ

last July.  But it closed after having problems like blocked drains and injuries for visitors who fell

on the slippery stone surface. The fountain is the only public memorial in London to Diana.

問 45． 本文中の 　　①　　 にあてはまる最も適当な単語はどれか。

ａ．calling ｂ．admiring ｃ．celebrating ｄ．commemorating

問 46． 　　②　　 にあてはまる最も適当な語句はどれか。

ａ．in time ｂ．for a time ｃ．at times ｄ．behind time

問 47． 次の（ア）～（エ）の記述から、本文中に具体的に挙げている噴水及び周辺の改修工事をするこ

とになった原因をすべて選んでいるものはどれか。

（ア）排水溝が詰まったから

（イ）人が滑って転倒する事故が起きたから

（ウ）水質汚染が明らかになったから

（エ）１日に5,000人もの人が押し寄せたから

ａ．（ア）（イ） ｂ．（ア）（エ） ｃ．（イ）（ウ） ｄ．（ウ）（エ）

問 48．下線部 　　③　　 は何を指すか。

ａ．車椅子用の通路 ｂ．噴水の周囲の芝生

ｃ．噴水を訪れる人 ｄ．噴水を囲む花崗岩
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第８問 2005 年度のアジア地区の観光に関する次の英文を読み、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一つ選びなさい。

（配点　５点×４）

Regional travel experts expect double-digit growth in Asian tourism this year 　　①　　  the

recent tsunami disaster, a tourism official said Monday.

The industry is still struggling to recover in the Indian Ocean countries that were hit hardest by

the December 26 tsunamis, with arrival figures down by as 　　②　　  as 40 percent in the

first three months of this year against the same period in 2004, said a Pacific Asia Travel

Association spokesman, Ken Scott.

However, tourism will grow by 15 percent in southern Asia, 14 percent in northeastern Asia

and 11 percent for the whole of Asia in 2005, Scott said by phone from Macao, where the travel

group was holding its annual conference.

“ 　　①　　 the tsunami, associated nervousness and a short-term dampening effect, we’re

seeing the entire region recovering strongly and dramatically,” the South China Morning Post

quoted the association president, Peter de Jong, 　　③　　  saying at the conference on

Sunday.

He said that European – especially Scandinavian – tourists returning to Thailand had helped

the kingdom’s tsunami-battered southern islands and coastal areas begin to ④bounce back.

Separately, the Post quoted a Sri Lankan tourism official 　　③　　 saying that most hotels in

the country were back in business. The report said the number of tourist arrivals had jumped by

31 percent from last year in March.

問49．文中の 　　①　　 　　②　　 　　③　　 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 ③

ａ． after long as

ｂ． despite far for

ｃ． despite much as

ｄ． due to much with

＊設問上、選択肢の語句はすべて小文字で表記している。
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問50．文中の下線部 　　④　　 と全く異なる意味を持つ単語はどれか。

ａ．remain ｂ．revive ｃ．restore ｄ．rebound

問51．本文の内容から、以下に該当する国または地域はどこか。

昨年 12 月津波に襲われたここを含む国または地域を訪問した旅行者数は今年最初の３ヶ月間

で昨年同期比 40％も落ち込んだと言われるが、別の報道では回復も急速で今年３月にここを訪

れた観光客は昨年同月比 31％増加したという。

ａ．タイ ｂ．マカオ ｃ．中国 ｄ．スリランカ

問52．次のａ.～ｄ.の記述から、英文の内容に合致しているものを選びなさい。

a． 津波の影響で、アジア全体では今年の観光の伸びは一桁になるだろう。

b． アジアの今年の観光の成長率は、津波に襲われた南アジアで低いものの、北東アジアでは高いと予

想されている。

c． 欧州、特に北欧からの観光客が戻ってきてタイの被災地の観光復興に貢献している。

d． 津波の災害による心理的な落ち込みが、観光の復興を妨げている。




