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全国英語研究協議会資料 

令和４年３月１３日 

全国商業高等学校協会英語研究部 

 

 

１ 令和３年度第６６回・第６７回英語検定実施報告 

 （１）第６６回検定について 

     第６６回英語検定は９月１２日（日）に実施いたしました。実申込者数は 56,111

名と前年度の 53,701 人を上回ったものの、新型コロナウィルスによる学級閉鎖等

での中止もあり 2,532 名が受験できませんでした。 

 

 （２）第６７回検定について 

     第６７回英語検定は１２月１９日（日）に実施いたしました。実申込者数は

49,325 名と前年度の 57,406 人を大きく下回りました。例年、１２月の申し込み者

数は少ない傾向にあるもの、５万人を下回ったのは平成２１年度以来のことでし

た。 

     

２ 令和３年度英語研究部事業報告 

 （１）実用英語セミナー 

     今年度は、例年と異なり令和３年８月１１日から３日間にわたり、オンラインに

よる配信という形で開催されました。 

 （２）英語スピーチコンテスト 

     令和４年１月９日、全商会館において行われました。新型コロナウィルス対策と

して、今年度は午前にレシテーション部門を、午後にスピーチ部門をそれぞれ行い

ました。従来の予選・決勝という形では行いませんでした。結果発表は１月１４日

より全商協会ホームページにて行っております。    

 

３ 第６６回・第６７回英語検定問題考察 

 （１）第６６回検定（９月） 

  ①１級 

   [Listening/Speaking 領域]（ 第１問～第６問）について 

 第２問 

d)の選択肢が難しいとの指摘がありました。 

→dの正答率は１０％と低く、受験者は選択肢２番の another helping の意味が 

推測できなかったと考えます。今後、難易度等さらに精査して参ります。 
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 第３問 

(e)の選択肢の区別が難しいとの指摘がありました。 

→(e)は「君は週末京都に行くんだよね」の返答を選択肢から選ぶ問題です。「実際 

先週行った」と過去の事実を答える選択肢②が正解になっております。選択肢① 

の「よく電車で行く」は京都に行く方法を表している点、選択肢３は京都の説明 

をしている点で答えにならないと考えます。正答率も 50.6%となっております。 

 第５問 

解答の言い換えが適当でない・選択肢を読む問題の時間が足りないと指摘があり

ました。 

→作問に際しては、複数のネイティブスピーカーにも助言を求めており、表現に 

は問題はないと考えます。また、正答率は全体で 61.2%でした。 

 [Reading 領域]（ 第７問～第９問）について 

第７問 

(B)e respect を選択するには、英文中にある表現が不適との指摘がありました。 

→起立し，全員にお会いできて光栄な旨を伝え，お辞儀をすることで尊敬の念を 

示しているため③ by showing respectが正答となります。正答率も 51.7％で 

した。 

 [Writing 領域]（ 第１０問～第１２問）について 

第１２問 

c.の may well の表現など、並べ替えの問題の難易度が高いと指摘がありました. 

→1級の合格を目指す生徒には、動詞を含む並び替えの表現とともに、熟語表現も 

含めて、広く勉強していただければと考えています。1級の出題について、全体 

的に難しい問題が多いというご指摘を頂いています。作問をより精査して参り 

ます。 

   

②２級 

   [Listening/Speaking 領域]（ 第１問～第６問）について 

 第２問 

(b)の状況設定が不適切・説明が足りないとの指摘がありました。 

→正答率は 16.2%と極端に低かったため、内容等より精査して参ります。 

第３問 

(d)状況設定に違和感があると指摘がありました。 

→(d)の問題は映画の始まる時間と帰らなければならない時間をヒントに選択肢 

を選ぶ問題です。59.3%の受験者が③を選択していることから、帰らなければな 

らない時間の聞き取りが難しかったと考えます。正答率は 10.4%と極端に低く、 

作問をより精査して参ります。 



[3] 

 

 

 

 第４問 

(d)の選択肢④も答えになるのではないと指摘がありました。 

→(d)の問題は、「ボブがしないことは何か」を答える問題です。読まれる英語に 

「ボブは決して掃除をしない」と読まれていることから、③のクリーニングが正 

解になります。選択肢④のチャイルドケアは聞く英語の中には言及されていな 

いため、答えにならないと考えます。しかし、正答率は 39.6%と低く、作問をよ 

り精査して参ります。 

[Reading 領域]（ 第７問～第９問）について 

[Writing 領域]（ 第１０問～第１２問）について 

  

 ③３級 

   [Listening/Speaking 領域]（ 第１問～第６問）について 

第２問 

c,d,eは接続詞関連のため、もう少し出題形式を幅広くお願いしたいとの指摘

がありました。 

→eについては，長めの文で，bのように④の不定詞の前で区切るのか，ｃのよう 

に接続詞の前で区切るのか判断できるかがポイントとなっています。また，ｄに 

ついては aのように④の前置詞の前で区切るのか，because of という表現を理 

解し becauseの前で区切るのかがポイントです。 

[Reading 領域]（ 第７問～第９問）について 

第９問 

アンケート・ｃの絵から①の会話を結びつけることは困難だと思われる指摘があ

りました。 

→ｂがバスに乗る前の絵で、次のｃはバスの中の絵であるため、「次のバス停で降 

りるよ」という発話を含む①の会話を導き出すことはそこまで困難ではなく、正 

答率も 83.8％と高いと考えます。 

[Writing 領域]（ 第１０問～第１２問）について 

 第１２問 

並べ替え問題の語数 3 語は少なすぎるのではないかと指摘がありました。 

→4級がなくなり、現在 3級が入門級であることも考えて、ある程度答えやすい問 

題も出題していますことをご理解いただければと考えております。 
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（２）第６７回検定（１２月） 

  ①１級 

   [Listening/Speaking 領域]（ 第１問～第６問）について 

 第２問 

(b)の状況設定に違和感があると指摘がありました。 

→正答率が 32.6%と低く、作問をより精査して参ります。 

 第４問 

(b)は英語でなく計算力を問う問題であると指摘がありました。 

→過去の問題でも、読まれる数字から考察し、答えを導き出す問題は頻繁に出題 

されています。また、正答率も 58%でした。 

 第５問 

   年号など読まれる英語に情報量が多すぎると指摘がありました。 

→年号に関する発言が３回あったため、その中から答えを導くことが難しかった 

と考えます。全体の正答率が 41.2%と低く、今後の作問に向け読まれる英文を精 

査して参ります。 

[Reading 領域]（ 第７問～第９問）について 

 第７問 

要約文を完成させる形式の問題としては難しいとの指摘がありました。 
→全体の正答率は47.2％で、9月（第66回）の正答率51.5％と比べてやや低いもの 

でした。特にｂの正答率が16.1％と極端に低いものでした。おそらく正答になる 

① particularの理解が定着していなかったのではと考えます。 

[Writing 領域]（ 第１０問～第１２問）について 

 

  ②２級 

   [Listening/Speaking 領域]（ 第１問～第６問）について 

 第３問 

b 

スクリプトを読んでも理解が難しいと指摘がありました。 

→(b)は読まれる英語から、カレンダーの該当する日にちを選ぶ問題です。過去の 

問題でも頻繁に出題されている問題形式です。 

c 

絵に関して、見間違える可能性があると指摘がありました。 

→読まれる英語の精査のみならず、出題される絵にも精査して参ります。 
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[Reading 領域]（ 第７問～第９問）について 

 第９問 

aの英文についてよりコミュニカティブではないとの指摘がありました。 
→全体の正答率は47.2％で、9月（第66回）の正答率51.5％と比べてやや低いもの 

でした。作問に際しては、複数のネイティブスピーカーにも助言を求めており、 

表現には問題はないと考えます。ただし、全体の正答率が37.8％とかなり低かっ 

たので難易度等さらに精査して参ります。 

[Writing 領域]（ 第１０問～第１２問）について 

第１２問 

d 

1 級の 12-a にも have＋目的語＋過去分詞を問う問題が出題されていると指摘が

ありました。 

→2級では I had my bag stolenとわかりやすく SVOCを問う問題であるのに対し 

て、1級では It will cost more than one million yen to have this house  

repaired.と目的を表す不定詞と組み合わせて出題されています。重要な構文な 

ので、2級、1級両方で出題されていますが、1級のほうがより高度な文脈で出 

題されています。 

e 

not の位置を問う問題は難しいという指摘がありました。 

→英語の否定の位置は日本語と異なる位置であることが多いので、2級の受験生に 

は、英語的な表現に注意を払って、学習をしていただければと考えています。 

 

  ③３級 

   [Listening/Speaking 領域]（ 第１問～第６問）について 

[Reading 領域]（ 第７問～第９問）について 

[Writing 領域]（ 第１０問～第１２問）について 

 

４ 試験の実施について 

（１）関係書類集について 

令和元年度より、全検定試験共通のものとなっております。各試験場校・分会場校に各 2

冊お送りしています。全商協会のホームページより PDF 形式でダウンロードすることも可

能です。ダウンロードの際に必要なパスワードは、関係書類集の送付書に記載しております。

ご不明な場合は、全商協会へお問い合わせください。 

 

（２）全商検定 Web システムについて 

全商検定 Web システムでは Microsoft Edge、Google Chrome でも作業していただくこ

とは可能となっております。（ログインできない場合は、ポップアップブロックの設定が原
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因のことがありますので、設定をご確認ください。）ただし、一部の PDF の表示等一部機能

において、うまく表示されないことがあるため、Internet Explorer を推奨しております。 

 

（３）受験申込者数報告書・集計表の郵送について 

受験申込者数報告書・集計表は、検定料の内訳（送金額等）の記載があることと、試験場

校及び本部校委員長の印があり、お金のやり取りの証明となる書類となっております。その

ため、原本の郵送が必要となります。 

 

（４）監督者用指示書について 

検定試験当日に、受験者へ読み上げていただくものですが、関係書類集の中に記載があり

ます。しかし、わかりにくいというご意見がありましたので、検定問題送付の際に監督者用

指示書を同梱することを検討いたします。 

 

（５）生徒氏名のローマ字表記（合格証書・合格者データベース）について 

全商協会としてローマ字表記の指定はしておりません。関係書類集にローマ字表記一覧

を記載しておりますが、一般的な例を示しているものとなります。 

基本的には受験者本人が通常用い、受験者本人が合格証書に記載してほしい表記で氏名

をマークしていただきます。 

それにより、ふりがなが間違っていた場合は、お手数ですが、全商検定 Web システムの

「合格者データ一覧・採点結果一覧」において修正をお願いいたします。 

 

（６）ヤマト運輸の集荷について 

集荷依頼の電話を AI が対応するようになり、うまく集荷の予約ができなかった等のご意

見がありました。来年度の集荷依頼の際にまでに、何か対応を検討いたします。 

 

（７）新型コロナウイルス感染症への返金対応について 

新型コロナウイルス感染症は学校感染症と同一の対応となります。新型コロナウイルス

感染症により学級閉鎖・学年閉鎖・学校閉鎖の場合には検定料を返金いたします。その場合

は、検定日当日朝 9 時までに本部校を通して全商協会までご連絡ください。 

※学級閉鎖・学年閉鎖・学校閉鎖以外の返金は行っておりません。 

 

５ 令和４年度第６８回・第６９回英語検定について 

   第６８回英語検定については、令和４年９月１１日（日）に、第６９回英語検定につ

いては令和４年１２月１８日（日）にそれぞれ実施予定です。 
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６ 令和４年度の英語研究部事業について 

 （１）実用英語セミナー 

   ８月３日（水）より３日間の期間に実施予定です。 

 

 （２）英語スピーチコンテスト 

   ９月１８日（日）に実施予定です。要項並びにレシテーションの原稿につきましては、

３月１８日（金）に連絡理事校宛てに発送いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















