
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

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 30 年 9 月 9 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.	  ba-by	  danc-er	  pic-nic	  your-self
ｂ.	  cloud-y	  mis-take	  or-ange	  tu-lip
ｃ.	  build-ing	  hair-cut		  re-ceive	  sug-ar
ｄ.	  De-cem-ber	  el-e-phant	  hos-pi-tal	  vid-e-o
ｅ.	  an-i-mal	  beau-ti-ful	  grand-fa-ther	  to-ma-to

　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.	 At	first	/	I	didn’t	/	understand	/	him.

ｂ.	 We	went	/	to	many	hospitals	/	and	sang	/	songs	for	the	sick	people.

ｃ.	 I	don’t	know	/	where	/	Mr.	Smith	is	/	from.

ｄ.	 My	father	/	bought	the	watch	/	that	/	he	wanted.

ｅ.	 I	was	/	given	/	some	money	/	by	my	mother.

　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	:	Whose	umbrella	is	this?
　	 Ｂ	:	It’s	my	daughter’s	umbrella.

ｂ.	 Ａ	:	When	did	you	meet	Mr.	Tanaka?
　	 Ｂ	:	I	met	him	a	week	ago.

ｃ.	 Ａ	:	How	old	are	you?
　	 Ｂ	:	I’m	sixteen	years	old.	

ｄ.	 Ａ	:	What	do	you	call	your	dog?
　	 Ｂ	:	I	call	my	dog	Spot.

ｅ.	 Ａ	:	Where	did	you	go	last	night?
　	 Ｂ	:	I	went	to	Tom’s	house	with	Ken.
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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,	I	do.	
	  No,	you	won’t.
	  Yes,	I	will.

ｂ.	  No,	I	haven’t.
	  Yes,	you	did.
	  Yes,	I	will.

ｃ.	  It’s	very	cold.
	  Spring	does.
	  Spring	has	come.	

ｄ.	  Yes,	please.		
	  The	car	was.
	  My	mother	did.

ｅ.	  Yes,	there	were.
	  Yes,	they	are.
	  No,	it	isn’t.
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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.	  Saturday.
	  Sunday.
	  Monday.

ｂ.	  About	thirty	minutes.
	  About	an	hour.
	  All	day	long.

ｃ.	  He	has	breakfast	and	plays	tennis.
	  He	reads	the	newspaper	and	plays	the	piano.
	  He	listens	to	music	and	plays	the	guitar.

ｄ.	  He	eats	lunch	and	plays	tennis.
	  He	reads	books	and	the	newspaper.
	  He	stays	home	and	reads	books.

ｅ.	  Around	8 : 30	a.m.
	  Around	noon.
	  Around	11 :00	p.m.
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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。

One	day,	 a	white	cat	wanted	 to	catch	a	mouse.	She	sat	 in	 front	of	a	
hole	 in	 the	 living	 room	wall.	 A	mouse	 lived	 inside	 the	 wall.	“*1Meow,	
meow!”	the	cat	cried,	but	the	mouse	didn’t	come	out.	

A	 black	 cat	 heard	 the	 white	 cat	 crying.	 He	 went	 into	 her	 house	
through	 the	 kitchen	window.	“Why	 are	 you	 crying?”	“Well,	 I	 want	 to	
catch	the	mouse	in	that	hole!”

The	black	cat	smiled	and	began	speaking.	“*2Woof !	*3Bow,	wow!”	The	
mouse	 thought	 the	white	cat	went	away.	When	the	mouse	came	out	of	
the	hole,	the	black	cat	caught	it.	The	white	cat	was	surprised.	The	black	
cat	smiled	and	said,	“It’s	easier	if	you	know	a	different	language!”	

*1meow：ニャーオ（猫の鳴き声）　　*2woof：ウー（犬のうなり声）
*3bow,	wow：ワンワン（犬の鳴き声）

ａ.	 The	white	cat	wanted	to	

ｂ.	 	The	mouse	lived
 in	the	black	cat’s	house.
 in	the	kitchen.
 in	the	living	room	wall.

 go	out.
 help	a	mouse.
 get	a	mouse.
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ｃ.	 The	black	cat	came	in	because
 he	was	hungry.
 he	heard	the	white	cat	crying.
 he	wanted	to	talk	with	a	dog.

ｄ.	 The	mouse	

ｅ.	 	The	white	cat	was
 angry
 sad
 surprised

	to	hear	the	black	cat	speak	another	

language.

 thought	that	a	dog	was	there,	not	a	cat.
 was	caught	by	the	white	cat.
 came	out	when	the	white	cat	cried.
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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。

Man	:		Hello.	How	can	I	help	you?
Woman	:		Hi.										⒜									

Man	:		Yes,	we	do.	Karate	is	very	popular.
Woman	:		Great!										⒝									

Man	:		They’re	on	Wednesdays.
Woman	:		OK.											⒞										

Man	:		They’re	from	5 :30	to	6 : 45.	
Woman	:		That’s	good.	How	much	are	they?

Man	:		Let’s	see.										⒟									
Woman	:		That’s	fine.	I’ll	take	the	class.

Man	:		That’s	good.										⒠									
Woman	:		Sure.	I	can’t	wait.

 What	time	are	they?
 They	are	$50	a	month.
 There	are	20	members.
 What	days	are	the	classes?
 Will	you	start	from	next	month?
 Do	you	have	karate	classes	in	the	evening?
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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.	
 Can	I	use	your	pencil?
 Please	lend	me	your	dictionary.
 May	I	use	your	eraser?

ｃ.	
 Which	book	do	you	want	to	read?
 Which	fruit	do	you	want	to	buy?
 Which	flower	do	you	like?

ｂ.	
 It’s	fine.
 It’s	rainy.
 It’s	cloudy.

ｄ.	 	  Will	you	say	your	first	name	again?
 	Give	 me	 your	 full	 name	 again,	
please.

 	Please	 tell	me	 your	 family	 name	
once	more.

ｅ.	
 Wait.	I’m	doing	my	homework.
 I’m	already	outside	the	room.
 OK.	I’ll	turn	off	the	TV.

Sure.
I have two.

I can’t choose.

How is the weather today?

Kenji.

Hurry up!
We have to leave now.

田中けんじ

田中けんじ
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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.	 	I	went	to	Sapporo（  at		  for		  on）August	15th.
ｂ.	 Please	give	me	a（  glass		  piece		  sheet）of	water.
ｃ.	 	I	ate	a	lot	of	sandwiches	because	I	was	（  full		  hungry		  sick）	

this	morning.
ｄ.	 （  How		  What		  Which）far	is	the	nearest	station?
ｅ.	 I	have	an	uncle（  what		  which		  who）works	at	a	toy	shop.

　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	your	mother’s	bag?
	 Ｂ	:	Yes,	it	is（  she		  her		  hers）.

ｂ.	 Ａ	:	Who	plays	the	piano?
	 Ｂ	:	My	brother（  do		  does		  doing）.

ｃ.	 Ａ	:		Which	is（  big		  bigger		  biggest）,	the	Earth	or	the	moon?
	 Ｂ	:		The	Earth	is.
	
ｄ.	 Ａ	:	Can	you（  write		  wrote		  written）a	letter	in	Japanese?
	 Ｂ	:		Yes,	I	can.
	
ｅ.	 Ａ	:		Who	is	the	boy（  sing		  sung		  singing）on	the	stage?
	 Ｂ	:	He	is	my	brother.
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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.	 この絵は偉大な芸術家によって描かれたものです。
	 This	picture（1.	by		2.	painted		3.	was）a	great	artist.
	 ［  2-1-3　　  2-3-1　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｂ.	 この花はなんて美しいのでしょう。
	 How（1.	beautiful		2.	this	flower		3.	is）!
	 ［  1-2-3　　  1-3-2　　  2-1-3　　  3-2-1］

ｃ.	 私の夢は世界中を旅行することです。
	 My	dream（1.	to		2.	is		3.	travel）around	the	world.
	 ［  1-3-2　　  2-1-3　　  2-3-1　　  3-2-1］

ｄ.	 あなたの家へどう行けばよいかわかりません。
	 I	don’t（1.	to	get		2.	know		3.	how）to	your	house.	
	 ［  1-2-3　　  2-1-3　　  2-3-1　　  3-1-2］

ｅ.	 あなたは以前彼に会ったことがありますか。
	 Have（1.	met		2.	him		3.	you）before?
	 ［  2-1-3　　  2-3-1　　  3-1-2　　  3-2-1］
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