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［平成25年度第51回１級聞き方テストつづき］
平 成 29 年 度 （ 第 58 回 ） 全 商 協 会 主 催

英語検定１級聞き方テスト実施要領

⑴　聞き方テストは，添付の CD に録音してあります。
⑵　CD は必ずテスト実施前日までに試聴してください。
⑶　CD は，受験者全員が同じ条件で受験できるように，できれば校内放送などを利用して受験者全員への同時放送をおこなってく

ださい。聞き方テストは，試験開始約15分後に始めるのを適当 とします。
⑷　添付の CD には，つぎの通り録音してあります。（収録時間約28分03秒）　1〜�は CD のトラックナンバーです。

平成 29 年 9 月 10 日（日）実施

1　これは平成29年度第58回全商英語検定１級聞き方問題です。

（15秒休止）→（ここから放送を流す）

2　ただ今から「聞き方テスト」をおこないます。問題用紙の問題 のところを開いてください。問題 から問題 ま
でが「聞き方テスト」です。まず問題 から始めます。それから順に問題 ， ， ， に移っていきます。
答えは，はじめ問題用紙にしるしをつけておいて，解答用紙にはあとでマークしてください。なお，英文が読まれているあい
だに，メモをとってもかまいません。

　　では問題 に目を通してください。

（50秒休止）

3　読み終わりましたか。これからａ～ｅの英語の問いがそれぞれ２回ずつ読まれます。その問いに対するもっとも適当な答え
を ～ の中から１つずつ選びなさい。

　　それでは問いの文を読みます。

4　　Question a. You and your friend are talking about going abroad and you like his plan. 
What would you say?

5　　Question b. You are in a formal business meeting with people you don’t know. You 
want to tell them about yourself. What would you say?

6　　Question c. Your friend is in trouble. You want to help him. What would you say?
7　　Question d. You are invited for lunch this afternoon. However, you have other things 

to do. You want to politely refuse the invitation. What would you say?
8　　Question e. Your friend has a headache. You have some medicine that would take 

care of it. What would you say?

（１題ごとに３秒おいてくり
返し，そのあと10秒休止）

仮　（1）

　折　仮 P.　1 0095廣済堂
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426×1第51回　英語検定試験問題
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［平成29年度第58回１級聞き方テストつづき］

9　つづいて問題 に目を通してください。

　（50秒休止）

�　読み終わりましたか。これからａ～ｅの英文がそれぞれ２回ずつ読まれます。その応答としてもっとも適当なものを ～
の中から１つずつ選びなさい。

　　それでは問いの文を読みます。

�　　Question a. How long have you been in Japan?
�　　Question b. Is everything OK?
�　　Question c. Could I have your office phone number?
�　　Question d. Do you know who he is?
�　　Question e. You should call a taxi to go to the station.

（１題ごとに３秒おいてくり
返し，そのあと10秒休止）

仮　（2）

　折　仮 P.　2 0095廣済堂
303
426×1第51回　英語検定試験問題
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［平成29年度第58回１級聞き方テストつづき］

�　つづいて問題 に目を通してください。

（50秒休止）

�　読み終わりましたか。はじめに短い会話があります。次にその内容について問いの文が読まれます。同じ会話と問いの文が
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。

　　それでは会話文と問いの文を読みます。

�　　Question a. Woman :  Good afternoon, Hotel Seaside. May I help you?
 Man :  Yes. I’d like to make a reservation in June.
 Woman :  Certainly. For how many people and for how long?
 Man :  There’re two of us, and we’d like to stay for three nights from June 

1st.
 Question :  When will the man check out?

�　　Question b. Man :  Are you sick? You look so down today.
 Woman :  My necklace is missing. It was a present from my mother. 
 Man :  That’s disappointing. When did you wear it last?
 Woman :  I remember putting it in my purse yesterday. But it’s not there.
 Question :  Why is the woman feeling down?

�　　Question c. Man :  I have lots of things I don’t use anymore.
 Woman :  I often take such things to a second hand shop.
 Man :  That’s a good idea. Somebody might need them. Which shop do 

you use?
 Woman :  It’s a long way from your house. Why don’t you find one on the 

Internet?
 Question :  What does the woman suggest?

�　　Question d. Man :  Excuse me. Could you tell me how to get to Green Park?
 Woman :  Sure. Go straight on Sunshine Street and turn left on Moonlight 

Street. 
 Man :  Go straight on Moonlight and turn right on Sunshine. 
 Woman :  No. Go straight on Sunshine and turn left on Moonlight.
 Question :  Which directions are correct?

�　　Question e. Woman :  You always look great. How do you stay in such good shape?
 Man :  Thanks. I try to eat well, and do some exercise.
 Woman :  What do you do for exercise? Are you a runner?
 Man :  No, but I ride my bike to work and I enjoy swimming regularly. 
 Question :  What is true about the man?

（１題ごとに３秒お
いてくり返し，そ
のあと10秒休止）

仮　（3）

　折　仮 P.　3 0095廣済堂
303
426×1第51回　英語検定試験問題
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［平成29年度第58回１級聞き方テストつづき］

�　つづいて問題 に目を通してください。

（50秒休止）

�　読み終わりましたか。これから英文が２回くり返して読まれます。その内容と一致するものを ～ の中から１つずつ選び
なさい。

　　それでは英文を読みます。

��
　In 2008, when the Beijing Olympics were held, Joseph Schooling was 13 years old. 
He was a young swimmer in Singapore and a big fan of Michael Phelps, the greatest 
U.S. swimmer of all time. One day before the Beijing Olympics, Michael Phelps came 
to Joseph’s swimming club in Singapore to practice. Other children rushed over to 
Michael and wanted to take photos. But young Joseph was frozen. He couldn’t believe 
his favorite star was in front of him. Finally, he pushed himself and took a picture with 
his hero. Eight years later, in the 2016 Olympics in Brazil, Joseph surprised the world. 
In the men’s 100-meter butterfly, Michael Phelps finished in 2nd place with two other 
swimmers. It was Joseph Schooling who won the gold with a new Olympic record. In 
an interview, Joseph showed his long-time respect for Phelps and said, “He’s the 
reason I wanted to be a better swimmer.” This is how Singapore’s first Olympic gold 
medal came about.

（30秒おいてくり返し，その
後60秒休止）

　　それではこれから２回目を読みます。

仮　（4）

　折　仮 P.　4 0095廣済堂
303
426×1第51回　英語検定試験問題
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［平成29年度第58回１級聞き方テストつづき］

�　つづいて問題 に目を通してください。

（50秒休止）

�　読み終わりましたか。ShioriとJohnが話をしています。２人の会話の内容について英語で５つの問いが読まれます。同じ会
話と問いがもう１回くり返されます。それぞれ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。

　　それでは会話文を読みます。

��
Shiori :  Look at this section in the newspaper.
John :  What does it say? 

Shiori :  It says some people are living for a very long time. They often reach the age of 100 or 
more. 

John :  Wow, but it is very uncommon for people to live that long, right?
Shiori :  I don’t know. The paper says that in 1963, there were 153 people who were over 100 

years old in Japan. In 2016, the figure was 65,692.
John :  Amazing. People are living longer nowadays. Why is that? 

Shiori :  Those people who are over 100 years old are said to have long-lived relatives. So, they 
were born to live a long time, I guess. 

John :  Some elderly people also have bad habits. A U.S. university study found that many of 
them smoke, drink, and overeat. 

Shiori :  I think the secrets of long life still remain a mystery. 
John :  I’m sure scientists really want to know the answers. Before long, living to 100 or more 

may be very common.
Shiori :  I guess so. Would you like to live that long?
John :  It depends. I would love it, as long as I’m healthy.

　　次に問いの文を読みます。

��　　Question a. What are they talking about?
��　　Question b. What does John think is uncommon?
��　　Question c.  Are people over 100 years old increasing according to the newspaper?
��　　Question d. What is the reason for a long life according to the newspaper?
��　　Question e. What did the study done by an American university find?

（１題ごとに10秒休止）

　　もう１度会話と問いを読みます。

（上記の会話と問いをくり返して読む　�〜�）

�　以上で「平成29年度第58回１級聞き方テスト」を終わります。なお，今までの答えを忘れずに解答用紙にマークしてくだ
さい。

仮　（5）

　折　仮 P.　5 0095廣済堂
303
426×1第51回　英語検定試験問題
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［平成25年度第51回２級聞き方テストつづき］
平 成 29 年 度 （ 第 58 回 ） 全 商 協 会 主 催

英語検定２級聞き方テスト実施要領

⑴　聞き方テストは，添付の CD に録音してあります。
⑵　CD は必ずテスト実施前日までに試聴してください。
⑶　CD は，受験者全員が同じ条件で受験できるように，できれば校内放送などを利用して受験者全員への同時放送をおこなってく

ださい。聞き方テストは，試験開始約15分後に始めるのを適当とします。
⑷　添付の CD には，つぎの通り録音してあります。（収録時間約27分55秒）　1〜�は CD のトラックナンバーです。

平成 29 年 9 月 10 日（日）実施

1　これは平成29年度第58回全商英語検定２級聞き方問題です。

（15秒休止）→（ここから放送を流す）

2　ただ今から「聞き方テスト」をおこないます。問題用紙の問題 のところを開いてください。問題 から問題 ま
でが「聞き方テスト」です。まず問題 から始めます。それから順に問題 ， ， に移っていきます。答えは，
はじめ問題用紙にしるしをつけておいて，解答用紙にはあとでマークしてください。なお，英文が読まれているあいだに，メ
モをとってもかまいません。

仮　（6）

　折　仮 P.　6 0095廣済堂
303
426×1第51回　英語検定試験問題
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［平成29年度第58回２級聞き方テストつづき］

　　では問題 に目を通してください。

（30秒休止）

3　見終わりましたか。これからａ～ｅの絵や図表などについて、英語で会話と問いがそれぞれ２回ずつ読まれます。その問い
に対するもっとも適当な答えを ～ の中から１つずつ選びなさい。

　　それでは会話文と問いの文を読みます。

4　　Question a. Woman :  Let’s go in that shop and buy some fruit and vegetables.
 Man :  What do you want to get?
 Woman :  Oranges, bananas, carrots, and tomatoes.
 Man :  Really? Bananas quickly go bad in this hot weather.
 Woman :  You’re right. I’ll take some peaches instead of bananas.
 Question :  What fruit and vegetables are the man and the woman going 

to buy?

5　　Question b. Man :  How much is it from here?
 Woman :  Let me look. The notice says that a ticket costs two dollars 

and fifty cents from York to Zara Town.
 Man :  Oh, I see. Is it the fourth stop?
 Woman :  Yes, and we need to be careful not to take the wrong line.
 Question :  Which line should the man and the woman take?
 
6　　Question c. Woman :  What are you doing?
 Man :  I’m thinking about this question. Can you do it?
 Woman :  I’ve got it. These two words must be the names of colors. 
 Man :  Ah, it’s easy now. Both words make sense if I put this one 

letter here.
 Question :  Which letter will the man use next?

7　　Question d. Woman :  Everyone, please pay attention to me. Your PE teacher can’t 
teach you tomorrow morning. He’ll be coming late.

 Man :  What should we do in our PE class then?
 Woman :  He’ll be at school by lunch time, so your first period class 

and the fourth will be switched tomorrow. Please remember.
 Question :  What will the man study in the first period tomorrow morning?

8　　Question e. Woman :  Excuse me, but I’m trying to find a bookstore. Do you know 
any around here?

 Man :  Certainly. Just go along this street and turn right.
 Woman :  How far should I go on this street?
 Man :  Look at the map, please. The bookstore is beyond the 

railway, so it’s about a kilometer from here. It’s next to the  
flower shop.

 Question :  Where is the bookstore?

（１題ごとに３秒おいてく
り返し，そのあと10秒休止）

仮　（7）

　折　仮 P.　7 0095廣済堂
303
426×1第51回　英語検定試験問題
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［平成29年度第58回２級聞き方テストつづき］

9　つづいて問題 に目を通してください。

（50秒休止）

�　読み終わりましたか。はじめに短い英文が読まれます。次にその内容について問いの文が読まれます。同じ英文と問いの文
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。

　　それでは英文と問いの文を読みます。

�　　Question a. Mr. Hardy starts teaching at nine o’clock every morning. He is always 
punctual for class. But this morning, he appeared fifteen minutes late. He 
said that his train had stopped between stations for thirty minutes.

 　　 　　Question :  What time did Mr. Hardy appear in the classroom this morning?

�　　Question b. Ron watched a soccer game last Saturday. It was very exciting at first, 
but his favorite team didn’t win. He felt not only unhappy, but also tired.

 　　 　　Question :  How was Ron after the game on Saturday?

�　　Question c. Lucy was very busy yesterday morning because she had to do her 
homework before going to school. She finished it and left home quickly.

 　　 　　Question :  Why was Lucy very busy yesterday morning?

�　　Question d. Mike went to see a movie yesterday. The movie was interesting, but he 
was upset because a girl sitting in front of him kept looking at her 
smartphone during the movie.

 　　 　　Question :  Why was Mike disappointed yesterday?

�　　Question e. Tony visited a coffee shop with his friend Jessica. Many people were 
there and the shop was noisy. Rock music was being played loudly. Tony 
could hardly hear what Jessica was saying to him.

 　　 　　Question :  How was the coffee shop Tony and Jessica visited?

（１題ごとに３秒おいてくり
返し，そのあと10秒休止）

仮　（8）

　折　仮 P.　8 0095廣済堂
303
426×1第51回　英語検定試験問題
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［平成29年度第58回２級聞き方テストつづき］

�　つづいて問題 に目を通してください。

（50秒休止）

�　読み終わりましたか。これからａ～ｅの英文がそれぞれ２回ずつ読まれます。その内容と一致するものを ～ の中から１
つずつ選びなさい。

　　それでは英文を読みます。

�　　Question a. One of Paul’s dreams is to climb Mt. Everest someday. He has only seen 
it in photos or on TV, but he can feel the mountain’s greatness.

�　　Question b. Misaki’s class was going to visit Okinawa last week. But the trip was 
canceled because a typhoon was approaching the area. Their plane 
wasn’t even allowed to take off.

�　　Question c. I’m Karen Smith from New York. This is my second trip to Japan. I’m 
looking forward to visiting old historical buildings this time. My friends 
say that I should go to Kyoto and Nara.

�　　Question d. Ken had a fever this morning. His mother called Ken’s school and told 
his teacher that he wasn’t coming to school.

�　　Question e. Nancy was working on her math homework, but it was too difficult. 
However, on a math website she could find how to solve the problems.

（１題ごとに３秒おいてくり
返し，そのあと10秒休止）

仮　（9）

　折　仮 P.　9 0095廣済堂
303
426×1第51回　英語検定試験問題
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［平成29年度第58回２級聞き方テストつづき］

�　つづいて問題 に目を通してください。

（50秒休止）

�　読み終わりましたか。大学でKeikoとMichaelが会話をしています。その内容について英語で５つの問いが読まれます。同
じ会話と問いがもう一回くり返されます。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。

　　それでは会話文を読みます。

��
 Keiko :  Hi, Michael. How’s your life in Japan? Is everything OK?
 Michael :  Yeah, great. Thanks. The only thing is that the screen glass of my mobile phone is 

broken. Where is the nearest phone shop?
 Keiko :  I need to go to the shop as well, so I can take you down there. Do you have time 

after school today?
 Michael :  Yes, my lessons finish at 4:30. I’ll be free after that.
 Keiko :  All right. Let’s go together then. 
 Michael :  Thanks. You also have a problem with your phone?
 Keiko :  No, I’m thinking of buying a new one. 
 Michael :  Oh, really? Sometimes I want to stay away from my mobile phone.
 Keiko :  I understand. The Internet and all those social networking services are taking so 

much time from us. 
 Michael :  Yes, it’s like they are controlling our lives. I just want to be free. The best way is 

to stop using mobile phones. 
 Keiko :  I wish I could do that, but I can’t. I have to check our school website for changes 

in class hours and for homework. 
 Michael :  That’s true. We have to learn to live with that.

　　次に問いの文を読みます。

��　　Question a. What’s Michael’s problem?
��　　Question b. When are Keiko and Michael going to the phone shop?
��　　Question c. Why does Keiko have to go to the shop?
��　　Question d. What does Michael think about mobile phones?
��　　Question e. Why does Keiko keep using her phone?

（１題ごとに10秒休止）

　　もう１度会話と問いを読みます。

（上記の会話と問いをくり返して読む　�〜�）

�　以上で「平成29年度第58回２級聞き方テスト」を終わります。なお，今までの答えを忘れずに解答用紙にマークしてくだ
さい。

仮　（10）

　折　仮 P.　10 0095廣済堂
303
426×1第51回　英語検定試験問題
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［平成25年度第51回３級聞き方テストつづき］
平 成 29 年 度 （ 第 58 回 ） 全 商 協 会 主 催

英語検定３級聞き方テスト実施要領

⑴　聞き方テストは，添付の CD に録音してあります。
⑵　CD は必ずテスト実施前日までに試聴してください。
⑶　CD は，受験者全員が同じ条件で受験できるように，できれば校内放送などを利用して受験者全員への同時放送をおこなってく

ださい。聞き方テストは，試験開始約15分後に始めるのを適当とします。
⑷　添付の CD には，つぎの通り録音してあります。（収録時間約14分58秒）　1〜�は CD のトラックナンバーです。

平成 29 年 9 月 10 日（日）実施

1　これは平成29年度第58回全商英語検定３級聞き方問題です。

（15秒休止）→（ここから放送を流す）

2　ただ今から「聞き方テスト」をおこないます。問題用紙の問題 のところを開いてください。問題 から問題 ま
でが「聞き方テスト」です。まず問題 から始めます。それから順に問題 ， に移っていきます。答えは，はじめ
問題用紙にしるしをつけておいて，解答用紙にはあとでマークしてください。なお，英文が読まれているあいだに，メモを
とってもかまいません。

　　では問題 に目を通してください。

（30秒休止）

3　見終わりましたか。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。はじめに例題の英文を読みますから練習をしてみましょう。

4　　Example. Woman : You’re really dirty.
 Man : We played soccer in the heavy rain.

（２回くり返す）

　　今の対話から，内容を正しく表している絵は３つの絵のうち ですから，解答は になります。
　　それでは英文を読みます。

5　　Question a. Man :  Did you eat the whole cake?
 Woman :  No. I only ate a quarter of the cake.
6　　Question b. Man :  Who is the girl standing next to the old man?
 Woman :  She is my sister. She has long straight hair.
7　　Question c. Woman :  Can you fill this in, please?
 Man :  Yes, of course. Could you lend me a pen?
8　　Question d. Man :  What do you see from your hotel room?
 Woman :  There’re four people playing volleyball on the beach.
9　　Question e. Man :  Tell me what to do next.
 Woman :  Take care of the baby, please.

（１題ごとに３秒おい
てくり返し，そのあ
と10秒休止）

仮　（11）

　折　仮 P.　11 0095廣済堂
303
426×1第51回　英語検定試験問題
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［平成29年度第58回３級聞き方テストつづき］

�　つづいて問題 に目を通してください。

（50秒休止）

�　読み終わりましたか。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。

　　それでは問いの文を読みます。

�　　Question a. Are you ready to order?
�　　Question b. Would you like to eat out tonight?
�　　Question c. Where did the accident happen?
�　　Question d. Do I look good in this shirt?
�　　Question e. Did you meet any old friends at the party tonight?

（１題ごとに３秒おいてく
り返し，そのあと10秒休止）

�　つづいて問題 に目を通してください。

（50秒休止）

�　読み終わりましたか。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。

　　それでは英文を読みます。

��
　Hi, I’m Lisa. I’m an engineer and work in energy business in Tokyo. Next year, I’m 
going to America to work on a new plan. I enjoy my job, but I don’t like working in 
Tokyo. It is sometimes difficult. The trains are always crowded and it’s very hot in 
summer.
　I have a big family and we get together to have lunch once a month. I love cooking so 
I make the lunch. I’m especially good at cooking Japanese food. We all really enjoy 
having lunch together.

　　次に問いの文を読みます。

��　　Question a. What does Lisa do?
��　　Question b. Where is Lisa going next year?
��　　Question c. Why doesn’t Lisa like working in Tokyo?
��　　Question d. How many times does Lisa’s family get together for lunch?
��　　Question e. What kind of food is Lisa good at cooking?

（１題ごとに10秒休止）

　　もう１度英文と問いを読みます。

（上記の英文と問いをくり返して読む　�〜�）

�　以上で「平成29年度第58回３級聞き方テスト」を終わります。なお，今までの答えを忘れずに解答用紙にマークしてくだ
さい。

仮　（12）

　折　仮 P.　12 0095廣済堂
303
426×1第51回　英語検定試験問題
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［平成25年度第51回４級聞き方テストつづき］
平 成 29 年 度 （ 第 58 回 ） 全 商 協 会 主 催

英語検定４級聞き方テスト実施要領

⑴　聞き方テストは，添付の CD に録音してあります。
⑵　CD は必ずテスト実施前日までに試聴してください。
⑶　CD は，受験者全員が同じ条件で受験できるように，できれば校内放送などを利用して受験者全員への同時放送をおこなってく

ださい。聞き方テストは，試験開始約15分後に始めるのを適当とします。
⑷　添付の CD には，つぎの通り録音してあります。（収録時間約14分39秒）　1〜�は CD のトラックナンバーです。

平成 29 年 9 月 10 日（日）実施

1　これは平成29年度第58回全商英語検定４級聞き方問題です。

（15秒休止）→（ここから放送を流す）

2　ただ今から「聞き方テスト」をおこないます。問題用紙の問題 のところを開いてください。問題 から問題 ま
でが「聞き方テスト」です。まず問題 から始めます。それから順に問題 ， に移っていきます。答えは，はじめ
問題用紙にしるしをつけておいて，解答用紙にはあとでマークしてください。なお，英文が読まれているあいだに，メモをと
ってもかまいません。

　　では問題 に目を通してください。

（30秒休止）

3　見終わりましたか。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。はじめに例題の英文を読みますから練習をしてみましょう。

4　　Example. Woman : What happened?
 Man : I hit my head on the door.

（２回くり返す）

　　今の対話から，内容を正しく表している絵は３つの絵のうち ですから，解答は になります。
　　それでは英文を読みます。

5　　Question a. Man :  Where are my glasses?
 Woman : I saw them on the table in the kitchen. 
6　　Question b. Woman :  Are you a member of the computer club?
 Man :  No. I am a member of the basketball team.
7　　Question c. Man :  Do you have the time?
 Woman : Yes. It’s ten-thirty.
8　　Question d. Man : How many eggs do you need?
 Woman :  Two. I’ll make egg sandwiches.
9　　Question e. Woman :  Why were you late for school this morning?
 Man :  I had to go to the hospital.

（１題ごとに３秒おいてく
り返し，そのあと10秒休止）

仮　（13）

　折　仮 P.　13 0095廣済堂
303
426×1第51回　英語検定試験問題
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［平成29年度第58回４級聞き方テストつづき］

�　つづいて問題 に目を通してください。

（50秒休止）

�　読み終わりましたか。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。

　　それでは問いの文を読みます。

�　　Question a. May I use your pencil?
�　　Question b. Have you ever met Mr. White?
�　　Question c. What do you want to do?
�　　Question d. Where do they live?
�　　Question e. How was the weather at the top of the mountain?

（１題ごとに３秒おいてく
り返し，そのあと10秒休止）

仮　（14）

　折　仮 P.　14 0095廣済堂
303
426×1第51回　英語検定試験問題
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［平成29年度第58回４級聞き方テストつづき］

�　つづいて問題 に目を通してください。

（50秒休止）

�　読み終わりましたか。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。

　　それでは英文を読みます。

��
　I’m Andy. My family and I are staying at my Aunt Kathy’s house in London. It’s nice 
here because there’re lots of stores. There’s a big park, too. My father is running around 
it now.
　My aunt’s house is big. It has five bedrooms and three bathrooms. My mother is 
reading a book in the living room. My aunt is making cakes in the kitchen. 
　We’re happy because the weather is nice and warm. We’re all wearing T-shirts.

　　次に問いの文を読みます。

��　　Question a. Where are Andy and his aunt Kathy?
��　　Question b. What is Andy’s father doing now?
��　　Question c. How many bathrooms are there in Kathy’s house?
��　　Question d. Where is Andy’s mother?
��　　Question e. Why is Andy’s family happy?

（１題ごとに10秒休止）

　　もう１度英文と問いを読みます。

（上記の英文と問いをくり返して読む　�〜�）

�　以上で「平成29年度第58回４級聞き方テスト」を終わります。なお，今までの答えを忘れずに解答用紙にマークしてくだ
さい。

仮　（15）

　折　仮 P.　15 0095廣済堂
303
426×1第51回　英語検定試験問題
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［平成25年度第51回４級聞き方テストつづき］
解答用紙のマーク記入及び、問題用紙の取扱い上の注意（監督者用）

〈解答用紙のマーク記入・取扱い〉
（１）記入には必ずＢ又は HB の黒鉛筆またはシャープペンシル（ボールペン、万年筆は不可）を使用させてくだ

さい。
（２）訂正する場合はプラスチック消しゴムで完全に消し、消しゴムのカスが残らないようにさせてください。
（３）記入欄以外には何も書き込ませないでください。採点されなくなる場合があります。
（４）都道府県コード・試験場コード・解答用紙番号はあらかじめマークされています。解答用紙は解答用紙番号通

り配布されなくても構いません。
（５）解答用紙番号を、受験者用受験票及び問題用紙の表紙に転記させてください。受験者用受験票は、採点結果が

出るまで大切に保管させてください。
（６）受験番号・生年月日の欄には必ず数字を記入・マークさせてください。０も必ずマークさせてください。ロー

マ字氏名欄には必ずアルファベットを記入・マークさせてください。
（７）漢字氏名も記入させてください。
（８）解答用紙を汚したり、折り曲げたりしないように気をつけてください。

〈問題用紙の取扱い〉
　試験終了後、解答用紙と共に問題用紙も同時に回収してください。

<氏名のローマ字表記方法について>
　ローマ字表記については、特に全商本部から規定はしません。各試験場校での指導に合わせてマークさせてください。
　基本的には受験者本人が通常用いる表記ですが、指導が必要な場合は行ってください。
　日本語の氏名のローマ字表記については、基準となる統一された方式がないため、現在の実務社会でもっとも一般的と思わ
れる方式をまとめておきます。試験場校によって指導の方式は異なると思われますので、参考にしてください。

（基本表記）
 あ行 か が さ ざ た だ な は ば ぱ ま や ら わ ん
ア音 A KA GA SA ZA TA DA NA HA BA PA MA YA RA WA N
イ音 I KI GI SHI JI CHI JI NI HI BI PI MI I RI I
ウ音 U KU GU SU ZU TSU ZU NU FU BU PU MU YU RU U
エ音 E KE GE SE ZE TE DE NE HE BE PE ME E RE E
オ音 O KO GO SO ZO TO DO NO HO BO PO MO YO RO O

（その他）
キャ KYA キュ KYU キョ KYO ギャ GYA ギュ GYU ギョ GYO
シャ SHA シュ SYU シェ SHE ショ SHO
ジャ JA ジュ JU ジェ JE ジョ JO
チャ CHA チュ CHU チェ CHE チョ CHO
ニャ NYA ニュ NYU ニョ NYO ヒャ HYA ヒュ HYU ヒョ HYO
ビャ BYA ビュ BYU ビョ BYO ピャ PYA ピュ PYU ピョ PYO
ミャ MYA ミュ MYU ミョ MYO リャ RYA リュ RYU リョ RYO
　なお、マークシートからふりがなへの自動変換では以下のような変換になります。

［例］
さいとう こういち
　①SAITO → ふりがな（自動変換）は「さいと」 ①KOICHI → ふりがな（自動変換）は「こいち」
　②SAITOU → 　　　 〃　　　　　　　「さいとう」 ②KOUICHI →　　　　〃　　　　　　　「こういち」
　③SAITOH → 　　　 〃　　　　　　　「さいとＨ」 ③KOHICHI →　　　　〃　　　　　　　「こＨいち」

※長音記号（￣）は使えません。
※試験委員はマークミスのないよう指導・確認してください。

仮　（16）

　折　仮 P.　16 0095廣済堂
303
426×1第51回　英語検定試験問題


