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◆ ◆ ◆ 英語 総合１級 ◆ ◆ ◆ 

 
平成17年度から、添乗の現場では相手の英語を聞き取る能力が大変重要であるという観点か

ら、リスニングとディクテーションの比重を増やしています。 
 
リスニングのテープの内容は、総合１級、総合２級共通です。 

 
１級と２級は、次の２点で難易度の差をつけました。リスニングでは、１級では問題用紙に

SITUATIONの説明が英語で印刷されているのに対し、２級は和文による説明となっています。 
また、ディクテーションでは、１級は解答用紙に読み上げられた文章のすべて、あるいは大部

分を聞き取って記入しなければならないのに対し、２級は解答用紙に文章中の重要語句のみ聞き

取り、記入することが求められる点です。同じテープを聞いても、２級の方が解答しやすくなっ

ています。 
なお、リスニング問題は、英字新聞社に所属し、豊富な旅行経験を持つ在日アメリカ人が書き

下ろし、みずから録音したものです。 
 

 

 
これから聞いていただく８つのSITUATIONでは、海外添乗中に遭遇しがちな状況で日本人添

乗員（女性）と現地の関係者（男性）が英語で話をしています。それぞれのSITUATIONで、

会話に続いて、２つの質問と１つのディクテーション（書き取り）が読み上げられます。 
 
質問については、正しい答えを選択肢a～dから１つ選んで解答欄に記入してください。また

ディクテーションは、読み上げられた英文を（解答欄にあらかじめ記入されている部分を除

いて）解答用紙に書き取ってください。問題用紙にメモを取りながら聞いてみましょう。 
 
会話（１度読み上げます）→ ディクテーション（２度読み上げます）の順に、SITUATION 
#1～#8を流しますので、聞きとりながら解答を記入してください。ただし、問題のテープは

一度しか流されませんので注意して聞いてください。 

 

[SITUATION #1] 
A conversation between the tour conductor and a staff member of land operator. 
Land Operator Staff (S)：Hello, Mr. Yamada. Can you tell me how many people are going 

to Grand Canyon tomorrow? 
Tour Conductor (T)：Sorry I have not called you earlier. Twelve people are going to Grand 

Canyon. 
S：OK. Then we can arrange an exclusive 14-seater coach with a Japanese speaking 

問 1 リスニングとディクテーション（書き取り）（24問、配点＠２点) 
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driver-guide. Is a six-thirty pick up at your hotel OK? 
T：Yes, I’ve told them about it already. What should they bring with them on the tour? 
S：Nothing special, but you should wear a hat and comfortable walking shoes. 
T：I see. And as for the show at the Tropicana Hotel, please reserve a table for five for the 

adult version. Can you reserve the table near the stage? 
S：I’ll do my best, but please confirm it again with the usher. I suggest that you give the 

usher a $ 10 tip.  
T：All right. I’ll have them do that.  
 

Question No.1 How many people can they accommodate in the coach for the tour 
conclusively? 

a.  40 
b.  30 
c.  14 
d.  12 
 

Question No.2 With whom should the participants confirm for the reserved tables at the 

hotel? 

a.  cashier 
b.  usher 
c.  front desk 
d.  adult version 
 

Dictation: Can you tell me how many people are going to Grand Canyon tomorrow? 

（＊下線部は、あらかじめ解答用紙に記載されていた語句です。それ以外の語句を記入する

ことを求めています。以下の問題も同様です。） 

 
[SITUATION #2] 
A conversation between the tour conductor and a bank clerk.  
Tour Conductor(T)：She’d like to change Japanese yen into dollars, please. 
Bank Clerk(B)：Yes. How much does she want to change? 
T：What’s your rate ? 
B：￥110.35 to the dollar. 
T：50,000 yen, please. 
 
T：Will you cash these traveler’s checks for this gentleman? 
B：Does he have any means of identification? 
T：Yes. Here’s his passport. 
B：Thank you . How would you like it? 
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T：Beg your pardon? 
B：What kind of bills does he want? 
T：Oh….Twenty dollars bills and some change, please. 
B：OK. Here you are. 
 

Question No.1 About how much in dollar does she expect to receive after changing her 

money at this bank ? 

a.  $110.35 
b.  $453.10 
c.  $50,000.00 
d.  $100.00 
 

Question No.2 What did he submit in order to identify himself when he cashed the checks? 

a. driver’s license 
b.  passport 
c. traveler's check 
d.  bills 
 

Dictation:  Does he have any means of identification? 
 

[SITUATION #3] 
A conversation between the tour conductor and an information staff of the hotel. 
Tour Conductor(T)： Excuse me. I’d like to go downtown by bus. Where is the bus stop, 

please? 
Hotel information(I)：The Tropicana Hotel, next door, is the nearest bus stop. 
T：What number bus should I take? 
I：You should take either route 301, “Las Vegas Strip” or route 302, “Strip Express.”  
T：I see. How often do the buses go? 
I：Let’s see…The route 301 buses leave every 10 minutes and the route 302 every 15 

minutes. 
T：Dou you know how long it will take to get downtown? 
I：It depends on the traffic. When it’s light, you can reach in less than 15 minutes but 

when it’s heavy, nearly half an hour.   
T：Really? Thank you very much. 
 
Question No.1 Which of the following is correct? 

a. route 301 "Strip Express" 
b. route 302 "Las Vegas Strip" 
c. route 301 buses leave every 10 minutes 
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d.  route 302 buses leave every 10 minutes 
 
Question No.2 Which of the following is correct? 

a. The required hour to get downtown from the bus stop is always the same. 
b. You can reach downtown in 15 minutes from the bus stop at all hours. 
c. When the traffic is not heavy, it will take about half an hour to get downtown from 

the bus stop. 
d. The required hour to get downtown from the bus stop depends on the traffic. 

 
Dictation: Do you know how long it will take to get downtown? 
 

[SITUATION #4] 
A conversation between the tour conductor and a telephone operator. 
Operator(O)：May I help you? 
Tour Conductor(T)：Yes. I’d like to make a phone call to Japan. How should I dial from 

the telephone in my room? 
0：First dial 9 for an outside call, then 011, the overseas call code, and then 81, which is 

the country code for Japan, and then the number you want to call in Japan. But you 
don’t have to dial the first zero of the area code number. 

T：Well, 9-011-81 and the number in Japan omitting the first zero, is that right? 
0：Yes, that’s right. 
 

Question No.1 What is the country code for Japan? 

a.  9 
b.  011 
c. 81 
d. 110 
 

Question No.2 Which of the following is the correct way to dial if the number is 072-723-

3135 in Japan which you want to call from this room? 

a.  9-011-81-72-723-3135 
b.  9-011-81-072-723-3135 
c. 9-11-81-72-723-3135 
d.  9-11-81-072-723-3135 

 
Dictation But you don't have to dial the first zero of the area code number. 

 
[SITUATION #5]  
This is an announcement of a purser after take-off . 
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Good evening ladies and gentlemen. I’d like again to welcome you onboard our flight to 
San Francisco. The flight time to San Francisco will be 8 hours and 50 minutes. 
 
It will be our pleasure to serve you the drink of your choice followed by dinner. A complete 
guide to the drinks we offer on this flight is located in the information guide of the 
Hemisphere’s magazine. 
 
Question No.1 Which of the following is correct regarding the announcement of the 

drinks? 

a.  The drink is served after dinner. 
b.  The drink is served during the meal. 
c.  You choose the drink after dinner. 
d.  The information on the drinks is mentioned in the brochure. 

 
Question No.2 Which of the following is not correct? 

a.  They took the flight to San Francisco. 
b.  The flight time to San Francisco is supposed to be less than 10 hours. 
c.  The flight time to San Francisco is expected more than 9 hours. 
d.  The itinerary of the tour includes San Francisco. 

 
Dictation:: I'd like again to welcome you on board our flight to San Francisco. 
 

[SITUATION #6] 
A conversation between the tour conductor and a waiter at a restaurant of ordering food. 
Waiter(W)：Are you ready to order? 
Tour Conductor(T)：Yes. For appetizers, we’ll have two smoked salmon, one sliced ham 

and one crab meat cocktail, please. 
W：Yes… 
T：And soup. All of us will try your vichyssoise. 
W：Four vichyssoise…All right. 
T：Then we’ll have steak, two medium rare, one medium and one very rare, please. 
W：What vegetable would you like with your steak? 
T：What do you have? 
W：We have potatoes, carrots, broccoli, green beans and squash. 
T：Then carrots, green beans and broccoli, please. Also give us a side plate of green salad. 
W：Very good. I’ll take your order for dessert later. 
         *   *   *   *   *  * 
W：Would you like some dessert? 
T：Yes. Three strawberry sherbets and one vanilla ice cream. 
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W：Thank you. 
 

Question No.1 Which of the following is not correct? 

a.  The waiter took the order for dessert after the food ordering. 
b.  They took steak of two medium rare. 
c.  They took one ice cream and the sherbets for the rest. 
d.  The restaurant recommended tomatoes as fresh vegetable. 

 
Question No.2 For appetizers, which of the following did not the group order? 

a. sliced ham 
b. smoked salmon 
c. marinated herring 
d. crab meat cocktail 

 
Dictation: What vegetable would you like with your steak?  
 

[SITUATION #7] 
A conversation between the tour conductor and a reservation clerk. 
Reservation Clerk (R)：Amtrak Reservation. James Morrison speaking. 
Tour Conductor(T)：I’d like to reserve five seats on the 8:30 a.m. train, from Los Angeles 

to San Diego, this coming Wednesday. 
R：Which class do you want to travel, coach or business? 
T：What ‘s the difference in price?  
R：A coach seat is $ 23.00 and business seat is $30.00. 
T：I need round-trip tickets. Is there any reduction for a round trip? 
R：No, it’s the same fare both ways. 
T：Then please reserve five coach seats for the outgoing trip and business seats for the 

incoming trip. We will take the train leaving San Diego at 4:45. 
R：OK….Your name and contact phone number, please. 
T：Mr. Yoshida. I’m staying at the Biltmore Hotel, Room 1145. 
R：Thank you. Your reservation number is IR4312. Please buy your tickets at any 

AMTRAK station or authorized travel agency any time from now but not later than 
one day before traveling. 

 
Question No.1 Which of the following is not correct? 

a.  The tour conductor can buy the tickets at any AMTRAK station. 
b.  The tour conductor can buy the tickets at any unauthorized agency. 
c.  The tour conductor can buy the tickets two days before travelling. 
d.  The tour conductor has to pay $53.00 per person for the round trip. 
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Question No.2 Which of the following is not correct? 

a.  The tour conductor reserved five coach seats for both ways. 
b.  There is no reduction for a round trip. 
c.  The fare of a coach seat is not the same with one of a business seat. 
d.  They will take the train leaving San Diego at 4:45. 

 
Dictation：Then please reserve five coach seats for the outgoing trip and business seats for 

the incoming trip. 

 

[SITUATION #8] 
A conversation between the tour conductor and a staff member of land operator. 
Tour Conductor(T)：Samuel, some of the group are interested in seeing shows. Could you 

give me your suggestion? 
Samuel(S)：Yes. Las Vegas offers a variety of shows ; comedy, magic shows, variety shows 

and theater shows. What type of show would you like to see? 
T：I hear the show at the Tropicana Hotel is very good. 
S：Yes, it’s called the Folies Berge`res.  It’s a world famous production show or revue, 

featuring music, dancing, comedy, and magic. 
T：Revue? Then is it something like the show at the Lido or the Moulin Rouge in Paris? 
S：That’s about it. Its Can-Can finale is very exciting with a cast of 80 performers. It has 

won several awards. 
T：We must see the Folies Bergères. How much is the admission? 
S：About $50. I’ll let you know the exact admission and the show time later. 
 
Question No.1 What type of show do they not have in Las Vegas? 

a.  variety shows 
b.  magic shows 
c.  comedy 
d.  classical music 

 
Question No.2 Which of the following is correct? 

a.  The admission fee of Folies Bergères is exactly $50. 
b.  Can-Can finale is very exciting with a cast of 18 performers. 
c.  Folies Bergères is performed at the Tropicana hotel. 
d.  Revue is not something like the show at the Lido. 
 

Dictation: It's a world famous production show or revue ,featuring music, dancing, comedy, 
and magic. 
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出題の趣旨 

添乗業務に関する会話と観光スポットの説明を、正しく聞き取り理解する能力を問う。 
 

解答（以下は、リスニングの正解、ディクテーションは問題文を参照） 

 Question No.1 Question No.2 
SITUATION＃1 c b 
SITUATION＃2 b b 
SITUATION＃3 c d 
SITUATION＃4 c a 
SITUATION＃5 a c 
SITUATION＃6 d c 
SITUATION＃7 b a 
SITUATION＃8 d c 

 

解 説 

聞き取りのコツは、キーワードを把握することと、数字をしっかり掴むことです。リスニング

ではメモを取ることはとても有効です。リスニングに慣れていない人は、きちんとメモを取るこ

とを習慣付けましょう。添乗の現場でも、正確を期すためにメモを取ることは恥ずかしいことで

はありません。 
英語はすべて現地ガイド任せにしてしまう添乗員ではなく、現地の人たちと親しく話したり、

積極的に交渉をしたりするために、会話力をつける努力をしましょう。そのためにも、リスニン

グと英文の音読を日頃から練習し、耳を慣らし、英語の“音感”を磨くことが大切です。また旅

行と添乗業務に関連の深い語句や言い回しを覚えていくことと、正しい文型（構文）を学ぶこと

によって、聞き取りを理解する力が増していきます。 
 
リスニングの全体の正答率は、54％でした。 
（ちなみに昨年のリス二ングの正答率は64％でした。） 

 

[SITUATION #1] 

Question No.1は、送迎車には何人乗せられるかという質問です。c（14）が正解なのですが、

間違った人は全員、参加人数のd（12）としていました。質問の意味を良く理解することが大切

です。 
Question No.2は、ホテルでのショーの予約の確認はどこでするのかという質問です。読み上

げたテキストではusher（劇場などの案内人、受付）となっています。半数が間違って、front 
deskと答えていますが、良く聞き取ることと、USHERという言葉を覚えておきましょう。 
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[SITUATION #2] 

Question No.1は、もし５万円をドルに両替したらいくらになるかという質問です。直接の答

えはテキストには載っていません。自分で計算（50,000÷110.35）しなければなりません。正解

率は、38％でした。 
Question No.2は、身分証明の書類は？という質問でしたが、さすがにほとんどの人が正解し

ていました。 
[SITUATION #3] 

バスに関する情報をホテルから入手する場面です。Question No.1及びQuestion No.2は、か

なり良い正答率でした。 
ホテルで、観光・劇場・イベントなどに関する情報提供するサービス部門は、アメリカのホテ

ルでは『Information』、ヨーロッパのホテルでは『Concierge』となります。 
[SITUATION #4] 

電話の掛け方に関する問題ですが、さすがに良く理解されているようで、Question No.1、
Question No.2ともに全員正解でした。 
[SITUATION #5] 

航空機が離陸後、パーサーより機内アナウンスが流れる場面です。正答率は良くありませんで

した。 
Question No.1では、パーサーが「serve you the drink of your choice followed by dinner」と

言っているので、正解はaとなります。 
Question No.2では、間違った文章を探す問題で、パーサーが「飛行時間は８時間50分」と言

っているので、正解（間違った文）はc（飛行時間は９時間以上予想される）となります。 
[SITUATION #6] 

レストランで料理を注文する場面です。正答率は半分以下でしたが、野菜や肉に関してはメモ

を取りながら良く聞いていないと難しいでしょう。 
Question No.1では、ウエイターは野菜に関してはトマトだけ言っていないので正解はdとな

ります。 
Question No.2では、添乗員は「herring」だけは言っていないのでcが正解となります。 

[SITUATION #7] 

電話で列車の予約をする場面です。Question No.1では、aは正しい内容。cも「any time but 
not later than one day before traveling」と言っているので、２日前に買うことは可能で、正し

い内容。dは、往路がcoach seat（$23）、復路がbusiness seat（$30）なので、往復＄53.00か
かるので、正しい。bは、「unauthorized（公認されない）agency」と記載されているので誤り

となり、よって正解はbとなります。正答率は非常に低い（13％）状況ですが、不正解の人の多

くは、cと回答していました。会話を正確に聞き取らないと解答が難しい問題だったと思います

が、『unauthorized』の代理店でチケットを購入できる訳がないと、『unauthorized（公認さ

れない）』に注目して欲しかったと思います。 
Question No.2正解はa。質問の内容がそれほど難しくはなかったと思われるのに、正答率は

かなり低い（25％）ものであったのは残念です。 
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[SITUATION #8] 

電話で現地の地上手配業者と、グランドキャニオンツアーとショーの予約をする場面です。 
Question No.1の正解はd。ほとんどの人が正答していました。 
Question No.2の正解はcですが、正答率は非常に低い（13％）結果でした。会話で入場料は

「About $50」と答えているので、aと回答した人が多くいたのでしょうが、問題文は「exactly 
$50」となっているので間違っています。また、出演者は会話で「a cast of 80 performers」と

なっているので、聞き間違いでb（18 performers）と回答してしまったのではと思いますが、

数字はしっかり聞き取る訓練が大切です。 
ディクテーションの全体の正答率は31％でした。昨年は48％でしたが、聞き取る語数がかな

り増えたため、今年は少々難しかったかも知れません。なお、ディクテーションの採点では、１

語だけ間違えたような軽微な誤りにも１点を与えました。正答率は、[SITUATION #1]が も良

く75％、他はすべて13％～38％で、低調でした。脱字・誤字の問題以前に、良く聞き取れない、

書き取れない状況ではないかと思われます。また、ディクテーションに関しては、優秀な人とそ

うでない人が、はっきり分かれています。 
言葉は語句と語句の正しい並べ方、つまり正しい文型（構文）がとても大事です。中学校時代

の英語は、そういう基礎的な部分を学ぶのに 適です。自信のない人、不得意な人は一度中学英

語の教科書・参考書を復習してみることを是非お勧めします。正しい文型が分かっていると、聞

き取ることも応答することも正しくできるようになり、英語が楽しくなってきます。 
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以下の英文の空欄に当てはまる も適切な語句を、それぞれの選択肢a～dから１つ選んで解

答欄に記入しなさい。 
 
① Having her as a neighbor might be hard, but we'll have to live (     ) it. 

a. with       b. on         c. before        d. by 

② She naturally became fat, because she (     ) herself in eating and drinking every day.

a. loved      b. put         c. indulged      d. dedicated 

③ Japanese animation (     ) on in many other countries. 
意味：日本のアニメは多くの外国で人気を博した。 

a. caught     b. streamed    c. went          d. imitated 

④ My thing on Thursday isn't set in (     ). 
意味：木曜日の予定は絶対というわけではない 

a. rock       b. iron         c. stone          d. metal 

⑤ We have our wines (      ) the glass, and then our appetizers and our entrees. 
意味：（バーテンダーが説明）こちらのページが、グラスワイン、そして次が前菜、 

そして次がメインディッシュです。 

a. of          b. by          c. in            d. at 

⑥ Mr. Tanaka:  "How is our project going?" 
Ms. Yamada: " It's going very well. We are in good (     ) ." 

a. shape       b. figure      c. structure       d. job 

 

慣用的な表現と作文の問題 （６問、配点＠２点)問 2 



英語 総合１級 

12 

出題の趣旨 

日常の生活の中で交わされる言葉が、英語でうまく表現できるかどうかを問う。 
 

解 答 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
a c a c b a 

 

解 説 

①の正答率は38％でした。「live with～」は、「～を受け入れる」という慣用句です。英文

の意味は“彼女のようなのが隣に住んでいると大変だけど受け入れるしかない”ということです。

「on」と解答した人がかなりいましたが、live on～は、「～を食べて生きる」、「～で暮ら

す」という意味となります。 
②の正答率は25％でした。英文の意味は、“彼女は毎日飲食にふけったため太るのは当然だ

った”なので、「indulge oneself in～」（～に耽溺する、きままに～する）で、cが正解となり

ます。 
③の正答率は75％でした。英文の意味は訳文にあるように、“日本のアニメは多くの外国で

人気を博した”です。「catch on」＝「人気を得る」の意味で、考えや服装やヒットソングなど

にも用いられます。多くの人が正解となっています。同じような表現では「become popular」
があります。 
④の正答率は25％でした。訳文にあるように英文の意味は“木曜日の予定は絶対というわけ

ではない”です。「be set in stone」＝「はっきり決まっている」「絶対動かせない」という意

味の慣用句です。簡単な語句で表現できるので、覚えておくと便利でしょう。 
⑤の正答率は75％でした「wines by the glass」とは、「グラスに注がれて一杯ずつ出される

ワイン」のことです。 
⑥の正答率は38％でした。英文の意味は、“プロジェクトの方はどうですか？”“うまくい

っています、順調です”。「be in good shape」=「良好だ」「順調だ」「体調が良い」「時間

に余裕がある」「交通状況がスムーズだ」「プロジェクトなどがうまくいっている」という意味

で、幅広く使える慣用句なので、覚えて活用したものです。 
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下線の語句に も近い意味を持つ語句を、それぞれ選択肢a～cから１つ選び解答欄に記入し

なさい。 

 
① Barack Obama became the 44th president of the United States of America on January 

20. About two million people gathered in Washington to celebrate his inauguration. 

a. birthday with ceremony    b. being admitted to office with ceremony 
c. cabinet with ceremony 

②  Michael Jackson was heavily addicted to the powerful painkiller Oxycontin and 
received daily doses of it. 

a. absorbed           b.  given to as a habit       c. exhausted 

③ Many people worry that electronic money is vulnerable to fraud. 

a. extravagant        b.  eligible                 c. indefensible 

④ I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you bestowed, 
mindful of the sacrifices borne by our ancestors. 

a. reflected            b. gave                    c. identified 

⑤ U.S. President Obama won the 2009 Nobel Peace Prize for his extraordinary efforts to 
strengthen international diplomacy, the Norwegian Nobel Committee said, citing his 
attempts to curb nuclear proliferation. 

a. decrease           b. increase            c. unification 

 

問 3 語句の問題 （５問、配点＠３点）
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出題の趣旨 

今回は、問４とともに、時事英語を中心にした語句の問題となりましたが、英語の語句を正し

く理解しているか、あるいは、はっきり覚えていなくても文脈のなかでその意味を類推する力を

問うものです。 
 

解 答 

① ② ③ ④ ⑤ 
b b c b b 

 

解 説 

①の正答率は50％でした。「inauguration」は、「就任（式）、開始」という意味なので、

正解は、bとなります。「take office」と言えば、「大統領が就任する」ということです。なお、

ちなみに「cabinet」は「内閣」という意味です。 
②の正答率は38％でした。英文の意味は、“マイケルジャクソンは、強力な鎮痛剤オキシコ

ンチンの重症中毒でそれを毎日服用していた”です。「be addicted to」は「～に熱中する、～

にふける」という意味ですから、同じ意味を表す「be given to～」が正解です。他に「devote
（心身を捧げる）」を使って「devote oneself to～」（～にふける、～に専念する）という表現

もあります。 
③の正答率は38％でした。英文の意味は、“電子マネーは偽造されやすいのではないかと、

多くの人が心配している”です。「vulnerable」＝「傷を受けやすい、弱みのある」の意味なの

で、正解は「indefensible」となります。「extravagant」は「途方もない」、「eligible」は

「適格の」の意。 
④の正答率は25％でした。これは、オバマ大統領の就任演説の冒頭の部分で英文の意味は、

“私は今日、我々の前にある仕事に対して謙虚な気持を持ち、皆さんから与えられた信頼に感謝

し、我々の祖先が支払った犠牲を心に留めながら、ここに立っている”。「bestow」＝「与え

る、give」が正解となりますが、bestowの言葉を知らなくても前後の文脈から「give」が選べた

のではないかと思います。 
⑤の正答率は50％でした。「curb nuclear proliferation」とは、「核の拡大を抑制する」の意

ですが、このことがオバマ大統領のノーベル平和賞受賞の理由になっている訳なので、大意から

「increase」（増加）を選べたことでしょう。 
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以下は時事英語の記事から引用したものです。英文の空欄に当てはまる も適切な語句を、

夫々の選択肢a～dから一つ選んで解答欄に記入しなさい。 

 
① " King of Pop " Michael Jackson died on June 25. Millions of his fans around the world 

are (     ) his sudden death. 

a. sorrowful      b. mourning     c. grief         d. feeling 

② (     ) flu is spreading rapidly throughout the world. More than 8,400 people caught 
the virus by May 15 this year. Governments around the world are trying hard to stop 
this flu pandemic. 

a. Poultry         b. Reptile        c. Swine       d. Mammal 

③ The nation's first trial under the (      ) judge system was held last week. This new 
system has been a controversial subject up to now in Japan. 

a. sub             b. semi-pro      c. common      d. lay 

④ Stock markets have been declining all over the world.  The crisis began after the U.S. 
investment bank Lehman Brothers announced its (     ) in September. 

a. disaster        b. bankruptcy    c. coalition      d. disclosure 

⑤ On October 3, Rio de Janeiro was chosen to host the 2016 Olympic Games. Rio will be 
the first South American country to host the Olympics. Tokyo was (      ) in the 
second round of voting. 

a. elected        b. disappeared     c. disapproved    d. eliminated 

 

問 4 時事英語に関する問題 （５問、配点＠２点）
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出題の趣旨 

時事英語を中心にした語句の問題ですが、英語の語句を正しく理解しているか、あるいは、は

っきり覚えていなくても文脈のなかでその意味を類推する力を問うものです。 
 

解 答 

① ② ③ ④ ⑤ 
b c d b d 

 

解 説 

①の正答率は38％でした。マイケルジャクソンの突然の死によって世界中の多くの人々がそ

れを哀しんだという文章ですが、「mourn」は、「悲しむ」という意味の動詞なので、正解は、

bとなります。「sorrowful」は「悲しい」という形容詞ですが、「His death left us all 
sorrowful.」という使い方になります。「grief」は「悲しみ」という名詞なので不適です。 
②の正答率は63％でした。今年の 大の話題になった“豚インフルエンザ”の問題で、正解

はc。「poultry」は、鶏などの「食用飼鳥類」のこと。ちなみに、「鳥インフルエンザ」は

「Avian influenza」「bird flu」と言います。 
③の正答率は25％でした。これは、今年導入された「裁判員制度」のことで、国内の事象で

は も大きな話題を読んだものの一つではなかったでしょうか。「lay」は通常「置く」という

意味の動詞ですが、別の言葉として「lay」=（形容詞）「専門家でない、しろうとの」という

語があり、正解はdとなります。 
④の正答率は50％でした。米国リーマンブラザース証券会社の倒産に端を発した激震は世界

の経済に大きな影響を与えましたが、正解はb「bankruptcy」（破産、倒産）。「coalition」は、

「合同、連立」の意で、衆議院選挙時には良く出てきました。 
⑤の正答率は50％でした。2016年のオリンピック開催都市はリオデジャネイロとなり東京は

第二回の投票で姿を消した、という意味の文章ですが、正解はd「eliminated」（取り除かれた、

削除された）です。「disappear」は自動詞なので、wasを使うのはおかしい。「disapprove」
も自動詞で、「賛成しない」という意味ですが、通常「of」を付けて「His family disapproved 
of his marriage.」などと表現します。 
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以下の英文は、観光ガイドに関する記事です。（１）～（５）に当てはまる も適切な語句

を、それぞれ選択肢a～jから一つ選んで解答欄に記入しなさい。 

 
① Declared as a national monument,(   1   ) a small  city found on a Castillian hilltop 

overlooking the Rio Tajo (River Tagus), was  once the Spanish capital under the  
Visigoths(567 to 711) and again when Felipe moved The Court of Spain to Madrid(1085 
to 1561). It is still the religious center of Spain. (   1   ) is situated near Madrid and 
full of many charming narrow , winding streets which are almost like a labyrinth. 

 
② The island of (  2  ) is Australia's smallest and most southerly state. (  2  ) can seem 

an isolated and forbidden place, lashed by cold winds and rain. This was certainly the 
impression it gave many convicts who were transported from England to serve out 
their lives in the penal colonies established by the British in the nineteenth century. 

 
③ The U.S. Customs process is straight forward. Most articles that are prohibited or 

restricted in any other countries are prohibited and restricted in the USA. The only 
rule that is unique to America is that it is generally prohibited to bring in goods made 
in countries on which the U.S. has imposed economic sanctions, e.g., Cuba, 
Iran,(  3  ), and Myanmar. 

 
④ Naples is a gritty and in many parts impoverished city. Do walk around, but be 

watchful and keep your (  4  ) about yourself. A tourist is, all over the world, an easy 
prey. Whoever comes in Naples has to take some generic (  5  ). 
e.g.: Do not flash around money or other valuables. 

a. rules      b. Toledo     c. mind              d. Vietnam       e. precautions 
f. Seville     g. wits       h. Cayman Island     i. North Korea   j. Tasmania 

 

問 5 読解力と語句の問題 （４問、配点＠３点）
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出題の趣旨 

観光地案内を英文で読み、その内容を正しく理解する力があるか、慣用的な表現能力も備えて

いるかを問うものです。 
 

解 答 

１ ２ ３ ４ ５ 
b j i g e 

 

解 説 

添乗員として培ってきた知識も働かせて考えてみましょう。また、英文情報は、印刷物はもち

ろん、今はインターネットからもふんだんに得ることができるので、役立つ情報を常に自分のも

のにして行く努力が大切です。 
１は正答率88％でした。スペインのトレドの問題ですが、皆さん良く理解していました。こ

の英文から、トレドを説明する文章（例えば、「迷路のように入り組んだ狭くて魅力に富んだ道

の多い,,,is full of many charming narrow,winding streets which are almost like a labyrinth」
等）を学びたいものです。 
２は正答率100％でした。オーストラリアのタスマニア島の案内ですが、19世紀に英国より囚

人が送り込まれた島ということで、皆さんが分かったと思います。 
３は正答率50％でした。アメリカが経済上の制裁を加えた（imposed economic sanctions）

国々からの物資の輸入禁止という主旨ですが、キューバ、イラン、ミャンマーに加えて「North 
Korea」が正解となります。不正解の人は、「Vietnam」と回答していましたが、この際正確に

理解しておきましょう。 
４は正答率０％でした。ナポリでは旅行者が簡単に餌食「prey」になっているので気をつけ

るように（be watchful）との後の文章。全員がc（mind）と誤って答えていましたが、正解はg
（wits）です。「wit」とは、しばしば複数形の「wits」として使われますが「機知、知力」と

いう意味です。「keep/have one’s wits about one」で、「油断なく気を配る、抜け目無く」と

いう慣用句があります。mindについては、「in」を伴って「have/keep～in mind」＝「覚えて

いる」という使い方がありますが、この場合「mind」は不正解です。 
５は正答率50％でした。「generic precautions」とは「一般的な用心・警戒」という意味で、

次に「例：貴重品等を見せびらかせないように」という文章が続いていることから、

「precaution」（用心）が浮かんでくると思います。不正解だった人は、全員a（rules）として

いましたが、少なくともtake the ruleという言い方はありません。（規則を守る）という場合は

「abide by the rule」と言います。 
 
 


