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平　成　30　年　度　（　第　60　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

学校名

平成 30 年 9 月 9 日（日）実施



〔平成30年度　第60回　３級〕 1

　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.	  ba-con	  dis-cuss	  ex-am	  re-quest
ｂ.	  at-tack	  ex-pect	  he-ro	  suc-cess
ｃ.	  a-live	  be-yond	  per-cent	  sub-urb
ｄ.	  an-y-where	  con-di-tion	  ex-pen-sive	  un-hap-py
ｅ.	  At-lan-tic	  be-gin-ner	  fol-low-ing	  po-si-tion

　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.	 The	girl	/	swimming	/	over	there	/	is	my	sister.

ｂ.	 Could	you	/	teach	me	/	how	/	to	use	this	computer?

ｃ.	 Tom	began	/	to	study	/	as	soon	as	/	he	came	home.

ｄ.	 A	singer	/	whose	songs	/	are	/	very	popular	/	came	here.

ｅ.	 Look	/	at	the	boy	/	and	the	dog	/	that	are	/	running	in	the	park.

　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	do	you	want	to	do	in	Okinawa?
　	 Ｂ	:	I	want	to	swim	at	a	beach	there.

ｂ.	 Ａ	:	Where	did	you	go	during	the	summer	vacation?
　	 Ｂ	:	I	went	to	London	with	my	family	and	I	had	a	very	good	time.

ｃ.	 Ａ	:	Is	the	book	store	across	the	street	next	to	the	flower	shop?
　	 Ｂ	:	No.	It’s	across	the	street	next	to	the	pet	shop.

ｄ.	 Ａ	:	Which	do	you	like	better,	French	food	or	Japanese	food?
　	 Ｂ	:	I	like	Japanese	food	better	than	French	food.

ｅ.	 Ａ	:	How	does	Mike	go	to	school	every	day?
　	 Ｂ	:	He	goes	to	school	by	train	from	Central	Station	every	day.
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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,	please	do.
　	  Oh,	did	you?
　	  Really,	can’t	you?

ｂ.	  Very	well,	thanks.
　	  Yesterday	evening.
　	  That’s	too	bad.
	
ｃ.	  Sure,	no	problem.
　	  Yes,	thank	you.
　	  Yes,	let’s	go.

ｄ.	  Do	you	follow	me?
　	  I’m	sorry,	but	I	can’t	agree	with	it.
　	  Well,	good-bye.	

ｅ.	  Go	ahead.
　	  I’m	ready	to	sell.	
　	  No,	thank	you.	I’m	full	now.
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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.	  Last	spring.
　	  Last	summer.
　	  This	summer.

ｂ.	  Takako	and	her	family.
　	  Takako	and	her	friends.
　	  Only	Takako.

ｃ.	  It	was	sunny.
　	  It	was	cloudy.
　	  It	was	raining.

ｄ.	 She	went
 shopping	and	bought	many	things.
 swimming	in	the	ocean	and	saw	many	fish.
 to	a	hamburger	shop	and	ate	a	big	hamburger.

ｅ.	 Because	it	was
 the	last	day	of	her	stay.
 not	big.
 delicious.
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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。

Pierre,	a	college	student	in	France,	decided	to	walk	all	the	way	from	
Paris	to	Berlin	in	Germany.	He	did	not	know	much	German,	but	he	could	
talk	to	people	on	his	journey	because	he	could	speak	English	and	French.	

One	day	 the	 rain	began	 to	 fall	 and	he	 rushed	 into	a	 restaurant.	The	
waiter	 *1greeted	 him	 warmly	 in	 German.	“Can	 you	 speak	 French	 or	
English?”	Pierre	asked.	But	the	waiter	couldn’t	understand	his	English.	

“Hmm,”	thought	Pierre.	“I’d	like	a	glass	of	water.”	The	waiter	understood	
Pierre’s	gestures.

Then	Pierre	wanted	to	eat	some	*2mushrooms.	But	the	waiter	couldn’t	
understand	him.	So	he	carefully	drew	a	picture	of	a	mushroom.	“Ah,	hah!”	
said	the	waiter.	He	smiled	and	left.
“Traveling	abroad	is	not	so	difficult,”	thought	Pierre.	He	sat	back	and	

relaxed.	The	waiter	came	back,	not	with	his	mushroom	dish,	but	with	an	
umbrella.	Pierre	thought,	“I’m	going	to	start	studying	German.”		

*1greet(ed)：あいさつする　　*2mushroom(s)：きのこ、マッシュルーム

ａ.	 	Pierre	wanted
 to	fly	to	Berlin.
 to	go	to	Berlin	on	foot.
 to	walk	to	Paris	by	himself.

b.	 Pierre	could
 talk	to	people	only	in	French.
 speak	German	very	well.
 use	English	and	French.
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c.	 When	Pierre	ordered	a	glass	of	water,	he
 used	gestures.
 showed	a	picture.
 spoke	French.

d.	 	Pierre
 didn’t	get	the	food	he	wanted.
 drew	a	picture	of	an	umbrella	to	get	it.
 was	able	to	eat	mushrooms.

ｅ.	 At	the	end	of	this	story,	Pierre	decided	to
 learn	to	draw.
 study	German.
 take	an	umbrella.
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　次の会話文を読んで、(ａ) ～ (ｅ)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	phone	〉

Ken	:	Mom?	It’s	Ken.	
Mother	:	Oh,	Ken.	            ⒜            

Ken	:		Yes,	our	train	will	 leave	in	15	minutes.	I’m	glad	you’re	still	at	
home.	

Mother	:		            ⒝            	
Ken	:		Listen,	I	just	remembered.	Can	you	go	into	my	room	and	check	

the	window?	            ⒞            	
Mother	:	Just	a	moment.	I’ll	check.

〈	One	minute	later	〉

Mother	:	It’s	OK,	it’s	closed.			
Ken	:	Oh,	good.	Thank	you,	Mom.

Mother	:		            ⒟             I’ve	turned	it	off.
Ken	:	Thank	you,	Mom.	I’ll	buy	you	something	nice	in	Kyoto.

Mother	:	Never	mind.	Enjoy	your	school	trip.	            ⒠            	
Ken	:	All	right.

Mother	:	Have	a	nice	trip.

 I	think	it’s	open.
 What’s	the	matter?
 Will	you	open	the	window?
 But	the	air	conditioner	was	on.
 You’re	at	Tokyo	Station,	aren’t	you?
 But	be	careful	not	to	leave	your	smartphone	anywhere.



〔平成30年度　第60回　３級〕8

　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	:	Oh,	I	forgot	to	buy	eggs.	We	have	no	eggs	for	breakfast.
	 Man	:	That’s	OK.	I’ll	have	cheese	on	toast.

	 Man	:	Do	we	need	tea?
	 Woman	:	Yes.	And	I	want	some	ice	cream.
	 Man	:	No.	I	know	we	have	enough	at	home.

	Woman	:	Jim,	I’m	going	to	go	to	the	supermarket.
	 Man	:	I’ll	go	with	you.	Are	you	ready?

	Woman	:	OK.	I	think	we	have	everything.
	 Man	:	I’ll	pay	by	card.

	Woman	:	Wait	 a	minute.	 Let	me	 check	 in	 the	 fridge.	We	 need	milk,	
eggs…

	 Man	:	And	coffee.	We’re	running	out	of	it.
	 Woman	:	All	right.	I’m	ready.	Let’s	go.

TEA

TEA

TEA

TEA

COFFE
E

COFFE
E

TEA

a. b.

d. e.

c.
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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.	 	My	father	works	from	Monday（  in		  on		  to）Friday.

ｂ.	 	I	am	going	to	go	to	the（  museum		  police		  zoo）to	look	at	arts.

ｃ.	 	Her	story	is（  delicious		  healthy		  surprising）and	moving.

ｄ.	 	Put	on	your	coat,（  and		  but		  or）you	will	catch	a	cold.

ｅ.	 	My	sister（  gives		  looks		  warms）up	new	words	in	a	dictionary.

　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	friend	of（  my		  me		  mine）helped	me	with	my	homework.

ｂ.	 	How	many	people（  be		  is		  are）there	in	your	office?

ｃ.	 You	shouldn’t（  eat		  ate		  eating）in	the	library.

ｄ.	 A	:		Which	 is	 the（  short	 	  shorter	 	  shortest）month	 of	 the	
year?

B	:		February	is.

ｅ.	 	You	went	 shopping	 yesterday,（  don’t	 	  doesn’t	 	  didn’t）
you?	
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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.	 私たちは母におもしろい話をしてもらいました。
	 An	interesting	story（1.	to		2.	told		3.	was）us	by	my	mother.
	 ［  1-2-3　　  2-1-3　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｂ.	 	窓際の花はとてもきれいです。
	 The	flower（1.	by		2.	is		3.	the	window）very	beautiful.
	 ［  1-3-2　　  2-1-3　　  2-3-1　　  3-2-1］

ｃ.	 これは先週取得したパスポートです。
	 This	is（1.	I		2.	the	passport		3.	got）last	week.
	 ［  1-3-2　　  2-1-3　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｄ.	 そんな高価な車を買うなんてあなたはお金持ちに違いない。
	 	You	must（1.	to	buy		2.	be		3.	rich）such	an	expensive	car.
	 ［  1-2-3　　  2-1-3　　  2-3-1　　  3-2-1］

ｅ.	 あなたは今までにテレビゲームをしたことはありますか。
	 Have（1.	ever		2.	played		3.	you）a	video	game?
	 ［  1-3-2　　  2-1-3　　  3-1-2　　  3-2-1］
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