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④ 海外旅行実務

第 1問 下記適用条件に基づき、別冊資料編・資料 1. ～ 2. 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一つ選びなさい。 （配点　5点× 3）

適用条件
 1. 旅　程 ：旅程表サンプル

※上記旅程表サンプルの 2頁目は、紙面の都合上余白部分を削除している。

 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 IATA第 2地区ヨーロッパ行個人 IT運賃
 4. 各区間のTPM ：TYO－5928（TS）－FRA－178－ZRH－322－MRS －405－PAR－6194（TS）－TYO
 5. 運賃計算上の折り返し点と旅行形態：

往路の終点を ZRHとし、復路の始点をMRSとするオープンジョー
 6. タリフ ：別紙資料編参照
 7. IATA ROE ：1NUC＝ JPY100.000000
 8. 予約完了日 ：2007 年 11 月 2 日
 9. 航空券の予約、販売と発券：日本
 10. その他 ：運賃は本来NUC額にて算出するが、計算簡素化のため円貨額にて算出す

るものとする。
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 11. 各区間のMPM：
区　間 MPM（TS）

TYO－ FRA 7113
TYO－ ZRH 7228
TYO－MRS 7591
TYO－ PAR 7432

問 1. マイレージ計算の結果、この旅程の往路に適用すべき運賃（円貨額）はどれか。

a. 87,500 円 b. 92,500 円 c. 96,500 円 d. 101,500 円

問 2. マイレージ計算の結果、この旅程の復路に適用すべき運賃（円貨額）はどれか。

a. 81,500 円 b. 92,500 円 c. 96,500 円 d. 101,500 円

問 3. 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

a. この旅程における航空券の予約完了日は 2007 年 11 月 2 日であるが、この場合の発券が可能
となる最終日は 2007 年 11 月 5 日である。

b. この旅程において適用される運賃で、必要旅行日数を満たした PAR ― TYO間の旅行開始日
は、2007 年 11 月 11 日である。

c. この旅程において適用される運賃の途中降機料は 15,000 円である。

d. この旅程において適用されるNH利用区間（TYO ― FRA間と PAR ― TYO間）の燃油特
別付加運賃の合計額は 26,000 円である。
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日 月 火 水 木 金 土
11　November
2007 カレンダー
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第 2問 下記の適用条件及び E－チケットお客様控え（旅程）に基づき、別冊資料編・資料 3. ～ 5. 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一つ選び
なさい。 （配点　5点× 5）

適用条件
 1. 旅　程 ：E－チケットお客様控え（旅程） 

  ※上記 STATUS欄の★は設問の都合で伏せてある。

 2. クラス・人員 ：各クラス・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 ：この旅程に適用する運賃は下記 3種類とする。

① 普通運賃ビジネスクラス
② JAL エコノミーセイバー
③ 悟空 14　タイプA、タイプB、タイプC

 4. 各区間TPM ：TYO－6284 （PA）－CHI－991－ORL－938－NYC－6737（PA）－TYO
 5. 運賃計算上の折り返し点と旅行形態：

往路の終点をCHI、復路の始点をORLとするオープンジョー
 6. 予約完了日 ：2007 年 10 月 10 日
 7. 航空券発券日 ：2007 年 10 月 10 日
 8. タリフ ：別冊資料編参照
 9. 航空券の予約、販売と発券：日本
 10. その他 ：運賃は本来NUC額にて算出するが、計算簡素化のため円貨額にて算出す

るものとする。
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 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
10 月　October

2007 年カレンダー

     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土
11 月　November
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問 4. マイレージ計算の結果、この全旅程に「普通運賃ビジネスクラス」を適用運賃とする場合、

算出される全旅程の運賃（円貨額）はどれか。

a. 783,700 円 b. 802,200 円 c. 813,700 円 d. 832,200 円

問 5. マイレージ計算の結果、この全旅程に「JAL エコノミーセイバー」を適用運賃とする場合、

算出される全旅程の運賃（円貨額）はどれか。

a. 255,500 円 b. 266,500 円 c. 275,500 円 d. 280,500 円

問 6. マイレージ計算の結果、この旅程において「悟空 14」を適用運賃として、往路復路とも予約

クラス“X”の予約が確定した場合、算出される全旅程の運賃（円貨額）はどれか。

a. 107,000 円 b. 112,000 円 c. 117,000 円 d. 127,000 円

問 7. マイレージ計算の結果、この旅程において「悟空 14」を適用運賃として、往路は予約クラス“M”

の予約が確定し、復路は予約クラス“V”の予約が確定した場合、算出される全旅程の運賃（円

貨額）はどれか。

a. 95,000 円 b. 100,000 円 c. 104,000 円 d. 105,000 円

問 8. この旅程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「JALエコノミーセイバー」を適用した航空券について、旅客の都合により、
出発後の 2007 年 10 月 31 日に、11 月 9 日（金）搭乗予定の JL005 便（NYC ― TYO間）の
予約を翌日の同便へ初めて変更する場合は、変更手数料 20,000 円を支払わなければならない。

b. この旅程において「悟空 14 タイプA」を適用した航空券を購入後、旅客の都合により、2007 年
10 月 25 日に予約の取り消しを行い、旅行を取りやめた場合、大人については 30,000 円の取
り消し手数料を支払うことにより、残額の払い戻しを受けることができる。

c. この旅程において、前記の問 7. で算出した運賃を適用した航空券について、有効期間を最大
限に適用する場合の復路NYC ― TYO間の旅行開始日は 2007 年 11 月 29 日である。

d. この旅程において、前記の問 7. で算出した運賃を適用した航空券について、出発後、旅客の
都合により、復路「ORL→ NYC→ TYO」の旅程を「ORL→ CHI → TYO」へ経路を変更す
ることができる。
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第 3問 次の英文は英字新聞の記事です。これを読み問 9. ～問 12. 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）

　Visitors to Hawaii are paying record-high room rates  a sharp drop in 
hotel occupancy this year. The softening has prompted ① many hotels to offer deals and 
incentives － from complimentary surfboard rentals to free room upgrades － months before 
they normally do.
　Marsha Wienert, a state tourism liaison, said such specials are traditionally offered during 
the spring, or the so-called “shoulder” period, but hotels started advertising ② them as early 
as mid-January this year.
　Hotel occupancy in Hawaii fell to 77 percent for the first two months of the year compared 
with 84 percent for the same period in 2006, according to the latest report by Hospitality 
Advisors. But the statewide average room rate surged 8 percent to $201, which is among 
the highest in the United States. Some chains set their room rates a year in advance for 
wholesalers.

問 9. 下線部①の部分が述べていることの直接の原因と考えられるものはどれか、選択肢から選び

なさい。

a. a sharp drop in hotel occupancy this year

b. the statewide average room rate among the highest in the United Sates

c. the wholesale rates set a year in advance by some chains

d. the specials traditionally off ered during the spring

問 10. 空欄 に入る最も適切な語句を選択肢から選びなさい。

a. due to b. except for c. despite d. as

問 11. 下線部② themが指す内容として適切でないものはどれか、選択肢から選びなさい。

a. deals and incentives   b. complimentary surfboard rentals

c. free room upgrades   d. visitors to Hawaii

問 12. この記事の見出しとして最もふさわしいものはどれか、選択肢から選びなさい。

a. Special campaign for shoulder season started this year too

b. Hawaiian hotels set record-high room rates again

c. Occupancy of Hawaiian hotels dropped 8 percent

d. Drop in hotel occupancy brings early specials
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第 4問 次の英文を読み、問 13. ～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。 （配点　5点× 4）

　Grand Canyon West, a destination owned and operated by the Hualapai Tribe at the Grand 
Canyon’s western rim, announces March 28, 2007 as the official public opening date of The 

Skywalk. The Skywalk will be the first-ever cantilever※ shaped glass walkway to （ア）    
more than 4,000 feet above the canyon’s floor and extend 70 feet from the canyon’s rim. 

　Access to The Skywalk will run from （イ）  to dusk and will cost $25 per person in 
addition to the cost of a Grand Canyon West entrance package. One hundred and twenty 

people will be （ウ）  on the bridge at a time. Admittance is （1）  for walk-up 
visitors; however, reservations can be made. Guests will enter and exit the walkway via 
temporary buildings while the adjacent visitor’s center is being completed. Grand Canyon 
West plans to issue numbered shoe covers － in order to avoid scratches and slipping － to 
each visitor that enters the open-air walkway.

※cantilever：a projecting horizontal beam fixed at one end only

問 13. 本文中の空欄 （ア）  （イ）  （ウ） に入る英語の組合せのうち、正しいものは
どれか、選択肢から選びなさい。

（ア） （イ） （ウ）
a. suspend sunset accompanied
b. suspend dawn allowed
c. stretch day prevented
d. stretch beginning prohibited

問 14. 空欄 （1） に入る適切な英語を選択肢から選びなさい。

a. fi rst-in fi rst-out   b. fi rst and last

c. fi rst and foremost   d. fi rst come, fi rst served

問 15. Skywalk は本文でいくつかの言い方で表現されているが、以下のうちSkywalk とはまったく

異なるものはどれか、選択肢から選びなさい。

a. bridge   b. glass walkway

c. canyon’s fl oor   d. open-air walkway

問 16. 次の記述のうち、英文の内容と合致しないものを選択肢から選びなさい。

a. スカイウォークは崖から 70 フィート張り出している。

b. スカイウォークの入場は予約できる。

c. スカイウォークへは今のところビジターズセンターを通って入場する。

d. スカイウォークでは入場者に靴カバーを着用してもらうことを予定している。
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第 5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。（緊急に渡航する必要のある者及び戸籍に記載される前の者
が旅券の発給申請をする場合を除くものとする。） （配点　5点× 4）

問 17. 旅券の発給申請に当たり、本人確認のため、住民票の写し及び申請者の氏名、住所をあて名

とした郵便はがきに加え、都道府県知事から提示又は提出を求められる書類として、次の（ア）

～（エ）のいずれかを提示又は提出した場合、必要かつ十分であるとされているもののみを

すべて選んでいるものはどれか。

（ア） 「国民健康保険被保険者証」1点

（イ） 「宅地建物取引主任者証」1点

（ウ） 「一般旅券発給申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書」と「登録印」の 2点

（エ） 「国民年金手帳」と「在籍している大学の学生証（写真付き）」の 2点

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

問 18. 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、同一の戸籍内にある 2人以上の者が同時に申請をする場合、その
いずれか 1人の者が戸籍謄本を提出すれば、他の者については戸籍謄本（抄本）の提出を省略
することができる。

b. 残存有効期間が 1年未満となった旅券を返納のうえ、旅券の発給申請をする場合、当該返納
する旅券の記載事項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。

c. 旅券の名義人の姓が婚姻により変更となり、当該旅券の記載事項の訂正を申請する場合、当
該記載事項に変更が生じた事実を立証する書類として戸籍謄本（抄本）を提出する必要がある。

d. 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による住民コードを利用して
旅券の発給申請をする場合、戸籍謄本（抄本）の提出を省略することができる。
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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. 旅券の名義人が、渡航先の追加、記載事項の訂正又は査証欄の増補を申請した場合、当該旅
券については、名義人の指定する者が出頭して受領することができる。

b. 旅券の発給申請に当たり、「一般旅券発給申請書」の「所持人自署」欄に、当該申請者が署名
することが困難な場合は、当該申請者の①法定代理人、②配偶者、③海外渡航に同行を予定
しているもの、④都道府県知事又は領事官が当該申請者に代わり記名することが適当である
と認めるものが、①から④の順位により、当該申請者に代わって記名することができる。

c. 旅券の査証欄の増補申請については、当該旅券の査証欄に余白がなくなった場合に限り申請
することができる。

d. 旅券の名義人が外国に住所又は居所を定めて 3か月以上滞在しようとするときは、遅滞なく、
当該住所又は居所を管轄する領事官に「在留届」1通を提出しなければならない。

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

（ア） 旅券の発給を申請した者が、当該旅券の発行の日から 6か月以内に当該旅券を受領し
ない場合には、その 6か月を経過したとき当該旅券はその効力を失う。

（イ） 旅券の名義人が旅券を紛失した場合、国内においては都道府県に出頭の上都道府県知
事を経由して外務大臣に、国外においては最寄りの領事館に出頭の上領事官に、その
旨届出を行ったとき、当該旅券はその効力を失う。

（ウ） 旅券はその有効期間が満了したときに失効するが、国外において当該旅券の満了日を
迎えた場合、当該旅券は名義人が日本に帰国するまでその効力を有する。

a. （ア）（イ） b. （ア）（イ）（ウ） c. （ア） d. （イ）（ウ）
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第 6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. 日本に在留する外国人（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、正しいものはどれか。

a. 再入国の許可は、当該許可に係る者が旅券を所持しているときは、旅券に再入国の許可の証
印がなされ、旅券を所持していないときは、外国人登録証明書の交付をもって当該許可とさ
れる。

b. 再入国の許可は、当該許可を申請しようとする者が居住する都道府県の窓口で申請手続きを
行うことができる。

c. 再入国の許可は、当該許可を申請しようとする者が自ら出頭して行わなければならず、当該
申請者に代わる者が、代理で申請することは認められない。

d. 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、日本国領事官等に当該許可の有効期間の延長を申請することができる。

問 22. 日本人旅行者の日本出入国時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、旅行者が海外において物品を購入したとき実際に支払った額のことで、簡易
税率が適用される物品については、この額に税率を乗じて課税される。

b. 海外において購入した土産品などのうち、携帯して持ち込む物品のほかに別送品がある場合、
携帯して持ち込む物品と合わせて免税範囲の適用を受けようとするときは、入国時に「携帯品・
別送品申告書」2通を税関に提出し申告をしなければならない。

c. 現在使用している外国製の時計や貴金属を持ち出す場合、帰国時に課税されることがないよ
うにするため、「外国製品の持出し届」に持ち出す物の品名、数量、特徴などを記入し、税関
に現品を提示の上、確認を受ける必要がある。

d. 出国時に 100 万円を超える現金を携帯する場合には、税関への届出が必要であるが、入国時
において 100 万円を超える現金を携帯する場合にも、同様に届出が必要となる。
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問 23. 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に関する次の記述

のうち、誤っているものはどれか。

a. 旅行者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. 腕時計、ゴルフクラブ、パソコンなどの関税無税品について免税範囲を超えて課税対象となっ
た場合、その課税価格に対して消費税及び地方消費税の合計 5％のみが課税される。

c. 免税店で購入した 1個 6 万円の香水（1個 1/2 オンス）4個を持ち込む場合、4個すべてが免
税となる。

d. 25 万円で購入したハンドバッグ 1点のみを持ち込む場合、免税枠 20 万円が適用され、5万円
について課税される。

問 24. 旅行者がタイのバンコク スワンナプーム国際空港にて購入した「観賞用ランの切花」を日本

に携帯して持ち込む場合について、次のうち正しいものはどれか。

a. 植物検疫検査を受けずに持ち込むことができる。

b. タイ国発行の植物検査証明書があれば、植物検疫検査を受けずに持ち込むことができる。

c. 植物検疫検査を受けたうえで持ち込むことができる。

d. 持ち込みが禁止されているため持ち込むことができない。
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第 7問 以下の問 25. ～ 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. セーヌ川をはさんでシャイヨー宮に相対し、シャンドマルス公園の西端にある は、
1889 年のパリ万博を記念して建てられた当時は街の景観をめぐって賛否両論があったが、現

在ではパリの風景に不可欠の存在となっている。

a. アンヴァリッド（廃兵院）  b. エッフェル塔

c. オペラ座   d. オルセー美術館

問 26. 次の白地図において、山の位置と名及びその観光拠点都市の組み合わせがすべて正しいもの

はどれか。

白地図の位置 山の名 観光拠点都市

a. ① ― マッターホルン ― ル ツ ェ ル ン
b. ② ― ピ ラ ト ゥ ス ― インターラーケン 
c. ③ ― ユングフラウ ― ツェルマット
d. ④ ― モ ン ブ ラ ン ― シ ャ モ ニ ー

①

②

チューリッヒ湖

レマン湖

④
③



－ 24 －

問 27. 次の国、遺跡、その国が接する海または湖の組み合わせがすべて正しいものはどれか。

国 遺跡 海または湖
a. イ ラ ン ― エフェス遺跡 ― 紅 海
b. シ リ ア ― パルミラ遺跡 ― 黒 海
c. ト ル コ ― トロイ遺跡 ― カ ス ピ 海
d. ヨルダン ― ペトラ遺跡 ― 死 海

問 28. 凱旋門に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

a. 凱旋門の起源は古代ローマに遡り、軍事的勝利をたたえ、その勝利をもたらした将軍や皇帝
が凱旋式を行うために造られた。

b. ローマ最大の凱旋門であるコンスタンティヌス帝の凱旋門はコロッセオに隣接して建ち、ロー
マ歴史地区の一部として世界文化遺産に登録されている。

c. パリのエトワール凱旋門はナポレオン 1世の命を受けて建設が始まり 1836 年に完成したが、
現在では観光客は屋上にエレベーターで昇ることができる。

d. ベルリンのブランデンブルク門も凱旋門のひとつであり、ツェッペリン広場とあわせてナチ
スドイツ時代に造られた。

問 29. 聖アウグスティヌスが修道院を創建し、イギリス国教会の総本山がある は、美し
いステンドグラス「聖書の窓」を持つゴシック様式の大聖堂が町の象徴となっている。

a. ウィンザー b. カンタベリー c. ケンブリッジ d. ヨーク

問 30. イタリア北部に位置する はシェークスピアの「ロミオとジュリエット」の舞台と
して有名で、中心部にある円形競技場跡のアレーナでは毎年夏に野外オペラが開催され、多

くのオペラファンが集まる芸術都市である。

a. ベルガモ b. ベローナ c. ボローニャ d. ミラノ 

問 31. ディズ二－映画「白雪姫」の城のモデルとなった やローマ時代の原型を留める水
道橋などの歴史的建造物を遺すセゴービアは、マドリード北西部に位置し、町全体が城壁で

囲まれたスペインを代表する観光地のひとつである。 

a. アルカサール b. アルハンブラ宮殿 c. ヒラルダの塔 d. メスキータ 
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問 32. モロッコ最大の都市 は、大西洋に面する港町で、前国王ハッサン 2世が「北アフ
リカの象徴とする」として建造した高さ約 200mのミナレット（尖塔）を持つ巨大で壮麗な
ハッサン 2世モスクで知られている。

a. カサブランカ b. フェズ c. マラケシュ d. ラバト

問 33. カウアイ島北西部にあり、陸路で訪れるのは困難な は、断崖絶壁の海岸線が長く
連なり、その自然そのままの壮大な景観は、ハワイの島々を周遊するクルーズなどで楽しむ

ことができる。 

a. カアナパリ ビーチ   b. サンセット ビーチ

c. ナ パリ コースト   d. プナルウ黒砂海岸

問 34. セント ローレンス川沿いの都市 は、16世紀以降フランス人によって開拓され、
旧市街のダルム広場を中心とした歴史地区は石畳の街並みや教会が美しく、1985 年北米唯一

の城壁都市として世界文化遺産に登録された。

a. オタワ b. ケベック シティ c. トロント d. モントリオール

問 35. 太平洋に面するメキシコ南部の は伊達政宗の使節として支倉常長がローマへ向か
う途中で上陸した地で、ラ ケブラダ岬の断崖絶壁で行われるダイビング ショーはこのビーチ
リゾートの名物となっている。

a. アカプルコ b. カンクン c. メリダ d. ロス カボス

問 36. アメリカ合衆国発祥の地として古い歴史を持つ北東部の都市 には旧州会議事堂や
キングス チャペルなど建国当時の建物や史跡が多く、これらを巡る観光コースはフリーダム
トレイルと呼ばれている。

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 37. 映画やCMがよく撮られる は、多くの島々をセブンマイル ブリッジなど 42の橋で
フロリダ半島と結ばれたアメリカ合衆国本土最南端の地で、晩年をここで過ごしたヘミング
ウェーの家が博物館となっている。

a. オーランド b. キー ウェスト c. キー ラーゴ d. マイアミ

問 38. 鉄道としては標高 5,000mを超える世界で最も高所を走ることで話題となっている青蔵鉄道
は、青海省の西寧とポタラ宮で知られるチベット自治区の を結ぶ鉄道で、この鉄

道を旅するツアーが日本でも注目されている。

a. カトマンズ b. ティンプー c. ポカラ d. ラサ
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問 39. およそ 400 年間都として栄えた は、17世紀には日本人町も形成され山田長政が
活躍した地で、ワット プラ スィ サンペットをはじめ多数の寺院や仏塔などがライトアップ

され、それを見学するツアーも催行されている。

a. アユタヤ b. スコータイ c. チェンマイ d. バンコク

問 40. 香港に隣接する経済特区であり、中華民族文化村や広大なテーマパークで人気のある
は、現在開発が進められており、香港からの日帰り観光名所として注目されている。

a. 廈門（アモイ） b. 広州（コウシュウ） c. 深圳（シンセン） d. 澳門（マカオ）

問 41. ミャンマーのほぼ中央に位置する はビルマ王朝最後の都があった都市で、この地
にあるクトード パゴダは、経典を刻んだ石板が 1枚ずつ納められているという 700 を超え

る白い小パゴダ群である。

a. パガン b. バゴー c. マンダレー d. ヤンゴン

問 42. クィーンズランド州北東部の世界自然遺産である湿潤熱帯地域を巡るキュランダ観光鉄道の
始発地 は、世界最大のサンゴ礁が連なるグレート バリア リーフへの観光拠点で
もある。

a. ゴールド コースト b. ケアンズ c. ダーウィン d. ブリスベーン

問 43. 次の遊覧船の運航している場所とその観光拠点都市及び所在国の組み合わせのうち、誤って

いるものはどれか。
運航場所 観光拠点都市 所在国

a. トンレサップ湖 ― フ エ ― ベ ト ナ ム
b. ボスポラス海峡 ― イスタンブール ― ト ル コ
c. ミルフォード サウンド ― テ ア ナ ウ ― ニュージーランド
d. 灕灕 江 ― 桂 林 ― 中 国

問 44. 次の列車名／路線名とその起点・終点都市との組み合わせのうち、誤っているものはどれか。

列車名／路線名 起点・終点都市
a. インディアン パシフィック ― シ ド ニ ー ←→ パ ー ス
b. ザ カ ナ デ ィ ア ン ― ト ロ ン ト ←→ バンクーバー
c. 氷 河 特 急 ― グリンデルワルト ←→ サンモリッツ
d. ブ ル ー ト レ イ ン ― ケープタウン ←→ プレトリア
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第 8問 以下の問45.～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。
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 45. 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. AA アメリカン航空

b. CX コンチネンタル航空

c. DL デルタ航空

d. NW ノースウエスト航空

問 46. 次の空港コードと国名の組み合わせのうち、誤っているものはどれか。

a. YYC カナダ

b. DUS ドイツ

c. AKL オーストラリア

d. NAN フィジー

問 47. 2007 年３月 25日（日）に成田空港第１旅客ターミナルを出発したニューヨーク行ノンストッ

プ便の成田～ニューヨーク間の所要時間は、次のうちどれか。

a. 11 時間 30 分 b. 12 時間 30 分 c. 12 時間 45 分 d. 16 時間 21 分

問 48. ソウルが 2007 年 10月 1日午前 10時のとき、次の各都市の現地時間のうち、誤っているも

のはどれか。

a. カイロは 10 月 1 日の午前 4時である。

b. リスボンは 10 月 1 日の午前 2時である。

c. ロサンゼルスは 9月 30 日の午後 6時である。

d. リオデジャネイロは 9月 30 日の午後 10 時である。

問 49. 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. 997 列車には寝台車が連結されている。

b. 77 列車には 1等車と 2等車が連結されている。

c. 8045 列車には 1等車は連結されていない。

d. 日曜日にバレンシアを 20 時以降に出発して同日中にマドリッドに到着する列車はない。
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問 50. 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. 1445 列車は土曜日には運行されない。

b. 697 列車は木曜日にはグラナダ（Granada）まで運行される。

c. 8027 列車は土曜日にはアルカサル・デ・サン・フアン（Alcázar de San Juan）まで運行されない。

d. アラリス（Alaris）のマドリッドでの発着駅は、チャマルティン（Chamartin）駅である。

問 51. 次の（ア）～（エ）の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

（ア） I－94Wとは、日本人がアメリカに査証免除の適用を受けて入国する際に必要となる出
入国記録カードの書式である。

（イ） 海外旅行についての危険情報は４段階あり、海外安全ホームページを通じ、国土交通
省から発出している。 

（ウ） 英国は EU加盟国であり、シェンゲン協定にも加盟している。

（エ） カルガリーから航空機でサンフランシスコに行く場合、アメリカの入国審査、税関検
査はカルガリーにて出発前に行われる。

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

問 52. 次の記述のうち、正しいものはどれか。

a. ヨーロピアン・プランとは、ホテルのミール ･プランで室料と 3食込みの料金をいう。

b. アメリカン・ブレックファーストとは、ホテルの朝食で、コーヒー、紅茶などの飲み物とパ
ンが付いた簡単な朝食のことをいう。

c. ユーレイルグローバルパスとは、欧州の主要鉄道に有効な 1等用パスで、寝台料金も含まれる。

d. 空港内にある LOST AND FOUNDとは、航空会社に預けた委託手荷物が紛失、破損した場
合に届け出る航空会社の手荷物苦情処理窓口である。




