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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 30 年 度 （ 第 61 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42秒）　1〜�は CD のトラックナンバーです。

平成 30 年 12 月 16 日（日）実施

1　これは平成30年度第61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 are cooking dinner for your friends. You want to know if there’s any 
food they don’t like. What would you say?

5　　Question b. You’ve finished writing a report for school. You want to ask your brother 
to check it. What would you say?

6　　Question c. Your brother has been studying for an English exam really hard because 
he wants to pass it this time. What would you say to encourage him? 

7　　Question d. Your friend often helps you when you are in trouble. So, you want to tell 
her you will help her too. What would you say?

8　　Question e. Your friend is trying to open the door. But he has several keys and isn’t 
sure which the right one is. What would you say if you want him to keep 
trying?

（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30年度第61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. What time is your flight?
�　　Question b. Which year are you in?
�　　Question c. Please call me when you get there.
�　　Question d. Could you lend me something to write with?
�　　Question e. How often does your club meet?

（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30年度第61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. Man :  Hello, Zensho Restaurant. How can I help you?  
 Woman :  Hello, I’d like to make a reservation for tomorrow evening. 
 Man :  Certainly. How many people are there in your party?
 Woman :  We are a group of five, and I’m thinking around 6 o’clock.
 Question :  Which statement is true about the reservation?

�　　Question b. Man :  Hello. I’m Andrew Jones, the manager of this company.
 Woman :  Thank you very much for seeing me today.
 Man :  My pleasure. Your job history is impressive. So tell me about yourself.
 Woman :  I studied business in the U.S. and I’ve worked in several countries. 
 Question :  What is the relationship between the man and the woman?

�　　Question c. Man :  What do you want to be in the future?
 Woman :  I want to be a hairstylist or a cook.
 Man :  Why? They are such different jobs.
 Woman :  My father is a hairstylist. If I continue my family business, I’ll be a 

hairstylist. But I’m interested in cooking as well.
 Question :  What is true about the woman?

�　　Question d. Woman :  You look pale. What’s the problem? 
 Man :  I have a headache, though my temperature is normal.
 Woman :  I’m sorry to hear that. When did your headache start?
 Man :  Last night. I got caught in the rain yesterday.
 Question :  What happened to the man?

�　　Question e. Woman :  Next, please. Where are you going, sir?
 Man :  I’m going to London. Here is my passport and my ticket.
 Woman :  Let me see. I’m very sorry, but your ticket is for a flight on Sunday.
 Man :  Oh, no! My flight will leave the day after tomorrow. 
 Question :  What is the man’s problem?

（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30年度第61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。

��
　When Al Gore was a little boy, growing up in the U.S., his parents left him powerful 
memories. While walking around their family farm, his father told him how important 
the Earth is. His mother read to him a science book which warned about the dangers 
of destroying the environment. As far as he remembers, it’s the only book she read to 
him. 
　He studied politics at university. And in the 1990s, he became a powerful politician 
in the U.S. But his love for the Earth also encouraged him to work for the environment. 
In 2006, he made his first movie about climate change. It was highly valued around 
the world, and the next year, he won the Nobel Peace Prize for his efforts. In 2017, Al 
Gore made his second movie. He said, “In the past ten years, more and more people 
are experiencing extreme weather.” He suggested we should take action to save our 
planet. 

（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30年度第61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。Tomoko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。

��
Tomoko :  Hi, John. How are you?
 John :  Fine, thanks. I’m going on a business trip to Osaka next week. I’m looking forward to 

it.
Tomoko :  Great. Are you flying there? 
 John :  No, I’ll take the Shinkansen from Tokyo. I heard it’s just a couple of hours away on 

that train. Besides, I want to see the Japanese countryside, including Mt. Fuji. 
Tomoko :  That’s a good idea. Have you bought a ticket?
 John :  Not yet, because I wanted to ask you which seat I should get to look at the mountain. 
Tomoko :  You’re leaving from Tokyo so you should take a window seat on the right-hand side 

facing toward Osaka. 
 John :  Thanks. I hope the weather will be good enough. 
Tomoko :  Don’t worry. You’ve got two chances because you’re also coming back to Tokyo, 

right?
 John :  No, because it will be dark when I come back after the meeting.
Tomoko :  Well, if you are so eager to see Mt. Fuji, we can plan a trip together. I haven’t been 

there for a long time. 
 John :  That would be great. I also want to try the special noodle soup there.
Tomoko :  I love that dish. It comes with very thick noodles in hot soup with lots of vegetables. 

I’ll take you to my favorite restaurant.  

　　次に問いの文を読みます。

��　　Question a. Why is John traveling to Osaka by train?
��　　Question b. What is John interested in doing on the train?
��　　Question c. Which seat is John most likely to take on the train to Osaka?
��　　Question d. Why will John have another chance to see Mt. Fuji?
��　　Question e. What are John and Tomoko planning to do when they visit Mt. Fuji?

（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30年度第61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 30 年 度 （ 第 61 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30分18秒）　1〜�は CD のトラックナンバーです。

平成 30 年 12 月 16 日（日）実施

1　これは平成30年度第61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30年度第61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. Man :  Excuse me, where is my seat? Here is my boarding pass.
 Woman :  Welcome, sir. Turn right and go straight, please. It’s on your 

left.
 Man :  Thanks. Will I have a nice view? 
 Woman :  Yes. You’ve got a window seat.
 Question :  Where is the man’s seat?

5　　Question b. Woman :  Hi, how are you doing?
 Man :  Everything is going well, except the weather.
 Woman :  I know. According to the world weather report, you’ve had 

lots of snow, right?
 Man :  Exactly. It’s been snowing for three days.
 Woman :  Yeah, but tomorrow, you’ll have some sunshine. Have a nice 

weekend.
 Man :  You, too. Thank you for calling.
 Question :  Where is the man staying?
 
6　　Question c. Woman :  Look at the schedule. The swimming pool is closed.
 Man :  I just noticed that. What shall we do?
 Woman :  How about going window-shopping around here for a while 

and coming back to take the 10:30 tennis lesson?
 Man :  That sounds good to me. I have to go to my part-time job this 

afternoon.
 Woman :  We didn’t need to bring our swimsuits today, did we?
 Question :  According to the conversation, what day is it?

7　　Question d. Woman :  Hey, look at the notice. Our flight has been canceled 
because of bad weather.

 Man :  Oh, I see…but it seems the weather will be better there this 
afternoon. Let’s ask the airline staff member at the desk.

 Woman :  I hope that we’ll be able to get seats on the next flight.
 Question :  Where are the man and the woman planning to go?

8　　Question e. Man :  Let’s try the Crazy Ride. Both of us are over 130 centimeters 
tall.

 Woman :  I don’t like this kind of fast ride. I would prefer that one over 
there. We’ll be able to enjoy a nice view from the top.

 Man :  All right, we’ll ride that one first, and perhaps try this one 
later.

 Question :  Where are the man and the woman going to go after this 
conversation?

（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30年度第61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.   Ken belongs to the school band. He practices Monday through 
Saturday. On Sunday, he studies for three hours. He also helps his 
mother cook dinner on that day.

Question :  What day does Ken cook dinner?

�　　Question b.   Miranda lived near the lake with her family when she was a child. The 
lake froze completely in winter. She would often enjoy skating on it 
with her friends.

Question :  What did Miranda enjoy doing in winter when she was young?

�　　Question c.   Last Sunday, Emily found an old photo under the bed. It was taken in 
her classroom when she was a junior high school student. In the photo 
she was smiling with her friends. She looked at it for a while and put it 
on the desk.

Question :  Where did Emily find the old photo?

�　　Question d.   Sam broke his mother’s favorite tea cup while washing the dishes. He 
was worried that his mother would be sad. After school, he is going to 
go to the shopping mall and buy the same cup he broke.

Question :  What is Sam going to do after school?

�　　Question e.   Emily went to a rock concert. It was scheduled to begin at one o’clock. 
But it started one hour later because there was something wrong with 
the microphones. She really enjoyed the concert and it ended at four 
o’clock.

Question :  How long did the rock concert last?

（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30年度第61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. Jim was going to take a break at a coffee shop on his way back from the 
library. But when he went to pay for his coffee, he couldn’t find his 
wallet. He hurried back to the library. Luckily, he found it at the library 
entrance.

�　　Question b. These days, some car companies make electric cars. Such cars don’t 
make the air dirty. A lot of people are interested in them, but they are 
still more expensive than cars that use gasoline.

�　　Question c. East High School has some very historical buildings, but they are 
scheduled to be rebuilt. The students are so proud of the traditional 
buildings that they felt sorry to hear the news.

�　　Question d. This morning Satoru was sitting and reading a book on the train. He 
noticed an old woman standing in front of him. She was carrying a lot of 
things. Satoru kindly offered his seat to the old woman.

�　　Question e. This morning, when Yuki bought a can of orange juice, she was lucky to 
get another one free.  She took two cans of juice to school. She drank 
one of them before class, and the other one after school.

（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30年度第61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。学校でKentaと留学生のHelen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。

��
Kenta :  Hi, Helen. Did you enjoy your winter holiday?
Helen :   Yes, I did. My host parents cooked lots of Japanese food and I enjoyed eating it. How 

was your holiday, Kenta?
Kenta :  I also enjoyed myself, but I ate too much because my relatives came over and my 

mom cooked lots of food. Now I need to do some exercise. 
Helen :  Don’t worry about it. Japanese food is basically very healthy. 
Kenta :  Why do you think so?
Helen :  Because, traditionally the Japanese diet has been based on rice and food from the 

sea. These foods are low in fat. 
Kenta :  How about your food in America?
Helen :  Well, we eat more meat and milk products which are higher in fat. In fact, the average 

Japanese person eats about eight kilograms of beef a year while the average 
American eats over 40.

Kenta :  Wow, you eat five times more beef than we do. 
Helen :  Yes. That’s why I’m saying that you don’t need to worry even if you ate a little too 

much. 
Kenta :  I see, but my mom cooked lots of food like fried chicken and pizza. She also served 

very sweet cakes for dessert.
Helen :  Oh, your food is getting similar to ours! Shall we exercise together?
Kenta :  Yes, that’s a good idea. 

　　次に問いの文を読みます。

��　　Question a.  How did Helen enjoy her winter holiday?
��　　Question b.  What did Kenta do during the holiday?
��　　Question c.  Why does Helen think Japanese food is very healthy?
��　　Question d. According to Helen, how much beef do Americans eat a year?
��　　Question e.  What kind of food did Kenta’s mother cook during the winter holiday?

（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30年度第61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 30 年 度 （ 第 61 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15分22秒）　1〜�は CD のトラックナンバーです。

平成 30 年 12 月 16 日（日）実施

1　これは平成30年度第61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 :  May I help you?
 Woman :  I need to buy a pair of shoes for school.
6　　Question b. Woman :  Do you know where the computer is?
 Man :  Yes, your sister is using it in her room.
7　　Question c. Man :  Which one is your father?
 Woman :  He is the tallest of the three, wearing a jacket.
8　　Question d. Man :  What’s the matter with you?
 Woman : I hurt my knee.
9　　Question e. Man :  What is she doing?
 Woman :  She is cleaning the bathroom with a brush.

（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30年度第61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. Will you pass me the salt? 
�　　Question b. Why was your son absent from school?
�　　Question c. How long does it take to the park?
�　　Question d. What’s wrong with your computer?
�　　Question e. When did you go to the store?

（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。

��
　I’m Ken. This September, I started my university life in America. It is different from my 
high school life in Japan.
　One change is that I live with my friend, John. In Japan, I lived with my parents and 
they always cooked for me. Now I have to cook dinner on Mondays, Wednesdays and 
Fridays.
　Also, there is no school uniform here. In high school, it was easy for me to get ready 
in the morning. I just had to put on my uniform. Now I have to choose what to wear. This 
takes time and sometimes I’m late for class.

　　次に問いの文を読みます。

��　　Question a. When did Ken start his university life?
��　　Question b. Does Ken live alone now?
��　　Question c. Who cooked for Ken in his high school days?
��　　Question d. On which days of the week does Ken cook dinner?
��　　Question e. Why is Ken sometimes late for class at university?

（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30年度第61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 30 年 度 （ 第 61 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26秒）　1〜�は CD のトラックナンバーです。

平成 30 年 12 月 16 日（日）実施

1　これは平成30年度第61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 :  What is your father doing?
 Woman :  He’s washing the dishes in the kitchen.
6　　Question b. Woman :  I’m looking for my pen.
 Man :  I saw it on the desk.
7　　Question c. Man :  How is the weather?
 Woman :  It’s snowing. Let’s play outside.
8　　Question d. Man :  Who are they?
 Woman :  They are my grandfather and grandmother. They have two 

cats.
9　　Question e. Woman :  What do you want to drink?
 Man :  I’ll have a cup of coffee.

（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30年度第61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. Where is your school?
�　　Question b. Is your camera the newest one?
�　　Question c. Can you drive a car?
�　　Question d. What language do you want to study?
�　　Question e. Which pencil is yours, this one or that one?

（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30年度第61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。

��
　Tony and Shiori are good friends. Tony likes playing sports, and really loves to ride his 
bicycle. He doesn’t like staying home all day, and he is not good at cooking and 
cleaning. His dream is to have his own bicycle shop. Tony and Shiori are planning to go 
on a picnic together next summer by bicycle.

　　次に問いの文を読みます。

��　　Question a. Who is Shiori?
��　　Question b. What does Tony like?
��　　Question c. What is Tony’s dream?
��　　Question d. When will Tony and Shiori go on a picnic?
��　　Question e. How will Tony and Shiori go on a picnic?

（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30年度第61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


