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平　成　28　年　度　（　第　57　回　）

英　語　検　定　試　験　問　題

主催　公益財団法人全国商業高等学校協会

３　級

1．解答にあたえられた時間は 60 分です。試験開始後の途中退場はできません。

2．問題は全部で 12 問あります。

3．問題　　  ～　　  は「聞き方」の試験です。15 分程経ってから開始されます。余裕があれ

ば、放送が始まる前に問題に目を通しておいてもかまいません。

4．いっさい声を出して読んではいけません。

5．印刷不明のところのほかは、問題についての質問はいっさいできません。

6．解答用紙は別紙になっています。答えはすべて解答用紙にマークしなさい。

7．筆記用具はＢまたはＨＢの黒鉛筆またはシャープペンシルを用いなさい。

　　（万年筆、ボールペンは使用不可）

8．氏名等、必要事項を解答用紙の決められた欄に記入およびマークしなさい。

9．問題用紙、解答用紙ともに提出してください。

4 6

注　　　意

解答用紙番号

受験番号

氏名

年 組 番

平成 28 年 12 月 18 日（日）実施
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　次の各組の中に、第２音節（２番目の部分）をもっとも強く発音する語が１つずつあります。

その語の番号を選びなさい。

ａ.	  be-lieve	  clev-er	  fol-low	  traf-fic
ｂ.	  ad-vice	  fu-ture	  prac-tice	  wal-let
ｃ.	  bot-tom	  dai-ly	  pass-port	  re-ply
ｄ.	  cham-pi-on	  mu-se-um	  pres-i-dent	  sci-en-tist
ｅ.	  de-li-cious	  mag-a-zine	  pas-sen-ger	  sta-di-um

　次のａ～ｅの英文を途中で１回区切って読むとすれば、どこで区切ったらよいですか。その番

号を選びなさい。

ａ.	 I	read	/	about	/	the	news	/	in	today’s	newspaper.

ｂ.	 Do	you	know	/	that	Mr.	White	started	/	learning	/	Japanese?

ｃ.	 We	arrived	at	/	the	theater	early	/	in	order	to	get	/	good	seats.

ｄ.	 A	nurse	/	is	a	person	/	who	cares	for	/	sick	/	people	at	a	hospital.

ｅ.	 What	/	you	need	/	to	do	/	is	to	have	/	a	good	night’s	sleep.

　次のａ～ｅのＡ，Ｂの対話で、Ｂの発言のうち、普通もっとも強く発音する語句はどれです

か。その番号を選びなさい。

ａ.	 Ａ	:	Who	taught	Mary	how	to	play	the	guitar?
　	 Ｂ	:	Tom	taught	her	how	to	play	it.	

ｂ.	 Ａ	:	Can	you	tell	me	where	the	speech	contest	will	be	held?	
　	 Ｂ	:	I	think	it	will	be	held	at	Zensho	Hall	next	January.

ｃ.	 Ａ	:	When	did	the	Summer	Olympic	Games	first	come	to	Japan?	
　	 Ｂ	:	It	was	in	1964	that	they	came	to	Tokyo.

ｄ.	 Ａ	:	How	far	is	it	from	your	house	to	the	nearest	station?
　	 Ｂ	:	Two	kilometers.	It	doesn’t	take	a	lot	of	time	by	bike.

ｅ.	 Ａ	:	What	does	Taro	want	to	talk	about	at	the	next	meeting?
　	 Ｂ	:	In	the	meeting,	he’s	going	to	talk	about	energy.	
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　これから対話が２回くり返されます。その対話の内容を正しく表している絵を ～ の中から

１つずつ選びなさい。

（例）

Question a.

Question b.

Question c.

Question d.

Question e.
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　これから英語でa～ eの問いがそれぞれ２回ずつ読まれます。その問いに対するもっとも適当

な応答を ～ の中から１つずつ選びなさい。

ａ.	  Yes,	your	friend	Jim	will	come.
　	  No,	we	parked	in	front	of	the	building.
　	  No,	just	a	few	old	friends.

ｂ.	  I	like	cooking.
　	  It’s	a	secret.
　	  It	was	very	good.	

ｃ.	  Yes,	you’re	right.
　	  No,	nothing	at	all.
　	  Take	it	easy.

ｄ.	  Yes.	I	believe	you.
　	  It	can’t	be	true.
　	  I’m	afraid	you	can’t.

ｅ.	  So	long.	
　	  Yes,	help	yourself.
　	  Yes.	With	sugar	and	milk,	please.



〔平成28年度　第57回　３級〕4

　これから英文が読まれます。次にその内容について英語で５つの問いが読まれます。同じ英文

と問いがもう１回くり返されます。その問いに対するもっとも適当な答えを ～ の中から１つ

ずつ選びなさい。

ａ.	  Three	years	ago.
　	  Six	years	ago.
　	  In	2019.

ｂ.	  He	leaves	home	at	6	p.m.
　	  He	is	an	engineer.
　	  He	goes	to	work	by	car.

ｃ.	 　　　　　		does.

ｄ.	  She	designs	machines.
　	  She	teaches	piano.
　	  She	studies	medicine.

ｅ.	  Three.
　	  Four.
　	  Five.

 Daniel
 Frank			 　
 Olivia	
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　次の英文を読んで、ａ～ｅについて本文の内容と一致するものを ～ の中から１つずつ選び

なさい。

I’m	 Asuka.	 I	 work	 for	 *a	 trading	 company	 in	 Japan.	 At	 first,	 my	
English	wasn’t	very	good,	but	by	practicing	English	conversation	hard,	I	
can	now	use	English	better	than	before.

Emi,	a	friend	of	mine,	had	a	dream	to	work	for	a	travel	company.	After	
finishing	high	school,	she	went	to	the	U.S.	to	study	English	for	two	years.	
She	made	her	dream	come	true	and	works	for	ABC	Travel	in	Canada.

Now	we	are	both	25	years	old.	We	meet	once	a	year	in	Japan	and	talk	
about	 our	 high	 school	 days	 and	 about	 our	 future.	We	 sometimes	 enjoy	
talking	together	in	English.	She	sounds	very	natural.	

My	future	goal	is	to	start	a	company.	If	possible,	I	would	like	to	do	so	
with	Emi.	

*a	trading	company：貿易会社

ａ.	 	Asuka	is	able	to	speak	English	well	

because
 she	went	to	the	U.S.
 she	went	to	Canada.	
 she	practiced	English	conversation.

b.	 Emi	is	
 a	worker	for	a	trading	company.
 a	teacher	of	English.
 a	worker	for	a	travel	company.
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c.	 Emi	got	a	job
 in	Japan.
 in	the	U.S.
 in	Canada.

d.	 	When	Asuka	and	Emi	meet	in	Japan,		
 they	always	use	English.
 they	speak	either	Japanese	or	English.
 they	talk	only	about	their	future.

ｅ.	Asuka	and	Emi
 haven’t	worked	together	yet.
 have	a	company	together.
 will	move	to	Canada	next	year.
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　次の会話文を読んで、⒜～⒠に入るもっとも適当なものを ～ の中からそれぞれ１つずつ選

びなさい。

< On the telephone >

Mary	:	Hello.	This	is	Mary.	May	I	speak	to	John?
Jenny	:	I’m	sorry.	            ⒜            
Mary	:	Oh,	I	see.	Do	you	know	when	he	will	come	back?
Jenny	:	Maybe,	he’ll	be	back	by	seven.		            ⒝            	
Mary	:	Yes.	
Jenny	:	            ⒞            	I’m	going	to	get	something	to	write	with.
Mary	:	OK.
Jenny	:	Sorry	to	keep	you	waiting.		            ⒟            
Mary	:		OK.	Next	Sunday	Emmy’s	coming	back	from	Japan,	and	I	want	

to	have	a	party	for	her	the	next	day.	I	want	to	know	if	John	can	
come	or	not.

Jenny	:	Is	that	all?
Mary	:	Yes.	Thank	you.
Jenny	:		You’re	welcome.	I	think	he’ll	call	you	back	when	he	gets	home.	
Mary	:	All	right.		            ⒠            	

 I’ll	tell	him	more	about	it	then.
 Please	wait	a	minute.
 He’s	out	now.
 Would	you	like	to	leave	a	message?
 Please	go	ahead.
 Could	I	have	your	name	again?
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　次のａ～ｅの絵は話の順番に並んでいます。それぞれの絵の内容にあてはまる会話を ～ の

中から１つずつ選びなさい。

	Woman	:	Please	take	this	bag	and	shopping	list,	and	buy	the	things	on	
the	list.

	 Man	:	All	right.

	 Man	:	I’m	going	to	take	the	dog	for	a	walk.
	 Woman	:	Oh,	wait	a	minute,	please.

	 Man	:	Well,	I	have	to	go	shopping	now.
	 Woman	:	OK.	Maybe,	I’ll	see	you	tomorrow.

	 Man	:	Good	evening.	Nice	to	see	you	here	again.	
	 Woman	:	Hi!	We	often	meet	here	at	this	time	of	day.

	 Man	:	I’m	home.	These	are	the	things	you	asked	me	to	buy.
	 Woman	:	Thanks.	Wash	your	hands,	so	you	can	have	some	cookies.

a. b.

d. e.

c.



〔平成28年度　第57回　３級〕 9

　次のａ～ｅの英文の（　　）にはどの語が入りますか。もっとも適当なものを ～ の中から

１つずつ選びなさい。

ａ.	 	I	met	my	friends（  during		  to		  while）my	stay	in	London.

ｂ.	 	Don’t	forget	to	put	a（  stamp		  smoke		  stove）on	your	letter.

ｃ.	 	He	was	 late	 for	work	because	of	 the（  big	 	  heavy	 	  many）
traffic.

ｄ.	 	We	will	really（  mend		  miss		  mix）you	if	you	go	away.

ｅ.	 	Everyone	 has（  between	 	  both	 	  either）strong	 and	weak	
points.

　次のａ～ｅの英文の（　　）にはどの語句が入りますか。もっとも適当なものを ～ の中か

ら１つずつ選びなさい。

ａ.	 	My	plan	is	different	from（  you		  your		  yours）.

ｂ.	 	My	boss（  leaves		  left		  is	leaving）the	office	two	hours	ago.

ｃ.	 	Have	you	finished	（  watch		  to	watch		  watching）the	DVD?

ｄ.	 	I	like	summer（  well		  better		  best）of	all	the	seasons.

ｅ.	 	My	father（  is		  was		  has	been）busy	since	yesterday.
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　次のａ～ｅの日本語の意味を表すには、英文の（　　）の中の語句をどのように並べたらよい

ですか。正しい順序のものを ～ の中から１つずつ選びなさい。

ａ.	 私はこの仕事を誇りに思います。
	 I（1.	am		2.	of		3.	proud）this	job.
	 ［  1-2-3　　  1-3-2　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｂ.	 	彼はなぜパーティーに来なかったのだろう。
	 	I（1.	why		2.	wonder		3.	he）didn’t	come	to	the	party.
	 ［  1-3-2　　  2-1-3　　  2-3-1　　  3-2-1］

ｃ.	 居間で電話が鳴っているのが聞こえました。
	 I	（1.	ringing		2.	the	telephone		3.	heard）in	the	living	room.
	 ［  1-3-2　　  2-1-3　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｄ.	 父が私に買ってくれた辞書はとても役に立っています。
	 The	dictionary（1.	my	father		2.	me		3.	bought）is	very	useful.
	 ［  1-2-3　　  1-3-2　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｅ.	 私は、君が彼に会うことが必要だと思います。
	 I	think（1.	for	you		2.	it		3.	necessary）to	see	him.
	 ［  1-2-3　　  2-1-3　　  2-3-1　　  3-1-2］
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