
平　成　29　年　度　（　第　59　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

４　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

学校名

平成 29 年 12 月 17 日（日）実施
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　次の各組の中に、第１音節（１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.	  air-line	  be-fore	  gui-tar	  them-selves
ｂ.	  a-gainst	  be-come	  o-pen	  to-day
ｃ.	  a-round	  be-hind	  e-nough	  ten-nis
ｄ.	  al-read-y	  e-ras-er	  hand-ker-chief	  No-vem-ber
ｅ.	  i-de-a	  re-cord-er	  Sat-ur-day	  to-geth-er

　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.	 There	are	/	three	/	oranges	/	on	the	table.

ｂ.	 I	went	to	Tom’s	house	/	yesterday	/	but	he	wasn’t	/	at	home.

ｃ.	 I	have	a	friend	/	who	can	play	/	tennis	/	with	me	today.

ｄ.	 My	daughter	was	/	absent	/	from	school	/	because	she	had	a	cold.

ｅ.	 I	hope	/	that	your	son	/	will	pass	/	the	driving	test.

　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	:	What	did	you	enjoy	when	you	were	a	high	school	student?
　	 Ｂ	:	I	enjoyed	playing	football	in	my	high	school	days.	

ｂ.	 Ａ	:	Who	do	you	usually	talk	about	music	with?
　	 Ｂ	:	I	usually	talk	about	it	with	Jack	at	school.	

ｃ.	 Ａ	:	Where	did	you	study	English	yesterday?
　	 Ｂ	:	I	went	to	the	library	and	studied	English	for	an	hour.

ｄ.	 Ａ	:	How	often	do	you	play	tennis?
　	 Ｂ	:	Once	a	week.	I	enjoy	playing	it	in	the	park	near	my	house.

ｅ.	 Ａ	:	Which	do	you	want	to	play,	the	piano	or	the	violin?
　	 Ｂ	:	I	want	to	play	the	violin	this	time.
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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.



〔平成29年度　第59回　４級〕 3

　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.	  It	was	small.	
	  It	was	black.
	  It	was	very	pretty.

ｂ.	  No,	you	can’t.
	  Yes,	I	can.	
	  No,	I’m	not.

ｃ.	  Yes,	it	is.
	  It’s	very	big.
	  It’s	Kevin’s.

ｄ.	  I’ll	have	some	milk,	please.
	  I’ll	drink	there.
	  I’ll	have	some	sandwiches.

ｅ.	  She’s	fine,	thank	you.
	  I’m	OK.
	  You’re	welcome.
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　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.	  She	is	a	high	school	teacher.
	  She	is	a	high	school	student.
	  She	is	a	train	maker.

ｂ.	  By	bicycle.
	  By	train.
	  By	bus.

ｃ.	  Near	the	station.
	  Near	Hanako’s	school.
	  Near	the	bicycle	shop.

ｄ.	  This	morning.
	  Yesterday.
	  Every	day.

ｅ.	  Hanako	will.
	  Hanako’s	father	will.
	  Hanako’s	grandfather	will.
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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	Chie.	I	first	met	Jim	and	Anne	on	the	airplane	from	Japan.	
Last	Saturday,	they	invited	me	for	dinner.	 I	had	a	great	time	and	all	

the	food	they	cooked	was	very	good.	At	the	end	we	ate	Jim’s	home-made	
apple	pie.	I	said	to	him,	“This	is	the	best	pie	I’ve	ever	eaten.”	He	gave	
me	the	*1recipe.	It	was	a	really	nice	evening.	

I’ll	 invite	Jim	and	Anne	to	my	house	next	week.	I	hope	they’ll	enjoy	
the	meal	I	cook	for	them.	I’m	going	to	make	green	tea	cake	for	them,	but	
I	want	to	make	apple	pie	as	well	as	Jim	*2someday.

*1recipe：レシピ（料理の作り方を書いたもの）
*2someday：いつか

ａ.	 Chie	first	met	Jim	and	Anne 

ｂ.	 	Jim	and	Anne	invited	Chie	to	their	house
 to	bring	them	dinner.
 for	dinner.
 to	show	her	a	recipe.

ｃ.	 Chie	ate	some	apple	pie	that	was
 brought	by	herself.
 made	by	Jim.
 bought	by	Anne.

 on	an	airplane.
 on	the	way	to	Japan.
 at	a	dinner	party.
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ｄ.	 Jim	and	Anne	will 

ｅ.	 	Jim	and	Anne	will	have	
 apple	pie	with	green	tea
 apple	pie
 green	tea	cake

　			　　　　	at	Chie’s	house.

 visit	Chie’s	house	next	week.
 invite	Chie	again	next	week.
 go	to	Japan	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 >

Sarah	:	Hi,	Julia.	This	is	Sarah.	I’m	in	Hawaii.
Julia	:	Why	are	you	there?

Sarah	:										⒜									
Julia	:	Cool!										⒝									

Sarah	:	Yes,	I’m	having	a	wonderful	time.
Julia	:	How’s	the	weather?

Sarah	:											⒞										I	can	swim	in	the	pool	every	day.	And	how	are	
you?

Julia	:	I’m	OK,	but	the	weather	is	very	bad	in	New	York.										⒟									
Sarah	:	That’s	too	bad.
Julia	:	So	I	don’t	want	to	go	out.										⒠									

 It’s	really	cold,	and	it’s	snowing.
 Are	you	having	a	good	time?
 Because	the	food	is	not	good.
 I’ll	stay	home	and	enjoy	reading.
 I’m	on	vacation	here.
 It’s	nice	and	hot.
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　次のａ～ｅの絵の中の人物の言葉として、もっとも適当なものをそれぞれ ～ の中から１つ

ずつ選びなさい。なお、会話は左側の人物が先に発言しているものとします。

ａ.	
 Oh,	what	a	nice	bag!
 Thank	you.	Can	I	open	it	now?
 For	me?	I	like	these	flowers.

ｃ.	
 Let’s	go	back.
 Turn	right.
 Turn	left.

ｂ.	
 In	5	minutes.
 In	15	minutes.
 In	20	minutes.

ｄ.	
 Chicken	and	salad.
 Beef	and	salad.
 Fish	and	salad.

ｅ.	
 He	is	playing	golf.
 He	is	cleaning	the	house.
 He	is	making	a	dog	house	outside.

12

6

39

This is a present
for you.

When is the
next train?

先発

仙台

新潟 いわき

次発
10：10
10：15

O.K.
We’ll arrive
in Niigata
before noon.

Sendai

Niigata Iwaki

What’s
for dinner?

Where’s
Dad?
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　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.	 	（  At		  In		  On）the	 first	 day	 of	 school,	 I	met	my	 homeroom	
teacher.

ｂ.	 	The	day	after（  Wednesday		  Friday		  Saturday）is	Sunday.
ｃ.	 The	speed	of	this	train	is	very（  early		  fast		  soon）.
ｄ.	 How（  far		  many		  much）was	the	plane	ticket?
ｅ.	 Please（  say		  talk		  tell）hello	to	your	parents.

　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.	 Ａ	:	Is	this	pen	yours	or（  he		  him		  his）?
	 Ｂ	:	It’s	mine.

ｂ.	 Ａ	:	What’s	in	the	box?
	 Ｂ	:	My	watch（  be		  is		  are）.

ｃ.	 Ａ	:		Is	 this	 book（  much		  more		  most）interesting	 than	 that	
one?

	 Ｂ	:		Yes,	it	is.
	
ｄ.	 Ａ	:	Did	you	drink	tea	this	morning?
	 Ｂ	:		No,	I	didn’t.	I（  drink		  drank		  drunk）coffee.
	
ｅ.	 Ａ	:		How	long	have	you（  know		  knew		  known）each	other?
	 Ｂ	:	For	three	years.
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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.	 このお菓子は東京では売っていません。
	 These	sweets（1.	are		2.	sold		3.	not）	in	Tokyo.
	 ［  1-3-2　　  2-3-1　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｂ.	 彼女はすぐに友達に電話をしなければなりませんでした。
	 She（1.	to　2.	had　3.	phone）	her	friend	soon.
	 ［  2-1-3　　  2-3-1　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｃ.	 あの国には訪れるべき場所がたくさんあります。
	 There	are	many（1.	visit		2.	places		3.	to）	in	that	country.
	 ［  1-3-2　　  2-1-3　　  2-3-1　　  3-1-2］

ｄ.	 そのニュースは彼をとても有名にしました。
	 The	news（1.	him		2.	very	famous		3.	made）.
	 ［  1-3-2　　  2-1-3　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｅ.	 私はその学校で働いている先生を知っています。
	 I	know（1.	who		2.	a	teacher		3.	works）	for	the	school.
	 ［  1-2-3　　  2-1-3　　  2-3-1　　  3-2-1］
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