
令　和　元　年　度　（　第　63　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

令和元年 12 月 15 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.	  a-bove	  busi-ness	  him-self	  mis-take
ｂ.	  an-y	  a-gainst	  Ju-ly	  per-haps
ｃ.	  ar-rive	  ex-cuse	  mas-ter	  re-turn
ｄ.	  Can-a-da	  e-lev-en	  po-ta-to	  vi-o-lin
ｅ.	  an-oth-er	  be-gin-ning	  mu-si-cian	  re-al-ly

　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	was	/	surprised	/	to	see	/	the	big	dog.

ｂ.	 There	is	/	a	small	lake	/	near	/	my	house.

ｃ.	 I	had	/	my	umbrella	/	but	I	didn’t	use	it	/	at	all.

ｄ.	 My	sister	/	teaches	/	me	English	/	every	Wednesday.

ｅ.	 You	can’t	drive	a	car	/	before	/	you	are	/	18	years	old.

　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を含む下線部

はどれですか。その番号を選びなさい。

ａ.	 Ａ	:	What	was	the	most	interesting	animal	at	the	zoo?
　	 Ｂ	:	The	elephant	there	was	the	most	interesting	for	me.

ｂ.	 Ａ	:	Did	you	go	skating	yesterday?
　	 Ｂ	:	No.	I	went	skiing	with	my	friends.

ｃ.	 Ａ	:	Whose	handkerchief	is	that?
　	 Ｂ	:	That	is	my	daughter’s	handkerchief.

ｄ.	 Ａ	:	How	long	have	you	studied	Japanese?
　	 Ｂ	:	I	have	studied	it	for	one	year	at	school.

ｅ.	 Ａ	:	Who	gave	you	the	necklace?
　	 Ｂ	:	My	grandmother	gave	it	to	me	as	a	Christmas	present	last	year.
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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）
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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,	it	is.	
	  Yes,	I	am.
	  Yes,	I	have.

ｂ.	  No,	I	don’t.
	  Yes,	you	can.	
	  Please	do	so.

ｃ.	  At	school.
	  At	ten	o’clock.
	  At	first.

ｄ.	  It’s	pretty.
	  It’s	a	tiger.
	  I	like	it	very	much.	

ｅ.	  In	the	evening.	
	  With	my	father.
	  To	the	bookstore.
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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.	  It’s	old	and	has	a	big	room.
	  It’s	new	and	has	a	big	room.
	  It’s	new	and	has	a	small	room.

ｂ.	 She	likes 
 to	study	Japanese.
 to	go	out	with	people.
 to	have	dinner	parties	at	home.

ｃ.	 They	can	see
	
	
	

ｄ.	  Cooking.
	  Running.
	  Swimming.

ｅ.	  Three	years	ago.
	  Five	years	ago.
	  Seven	years	ago.

 the	beautiful	sea.
 the	beautiful	city	and	pretty	flowers	in	the	garden.
 the	pictures	of	the	beautiful	city	and	pretty	flowers.
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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。

Hello,	 everyone.	 I’m	 Masaki.	 Today,	 I’ll	 talk	 about	 the	 movie	 I	 like	
best.	Its	name	is	*1Cinema Paradiso.	It’s	a	film	from	the	1980s.	It’s	about	
an	 Italian	 boy	 called	Toto.	He	 loves	movies.	He	 grows	 up	 and	 goes	 to	
Rome	to	make	movies.

In	the	film,	Toto	remembers	his	life	as	a	child.	When	he	was	young,	he	
watched	movies	at	the	Cinema	Paradiso,	a	*2theater	in	his	hometown.	His	
old	friend,	Alfredo,	worked	at	the	Cinema	Paradiso	showing	movies.	Toto	
loved	 a	 girl	 named	 Elena.	 The	 movie	 is	 sweet	 and	 wonderful	 with	
beautiful	music.	You	should	see	it.	Thank	you	for	listening.

*1Cinema Paradiso：シネマ・パラダイス　　*2theater：映画館

ａ.	 Masaki	

ｂ.	 	Toto	

ｃ.	 	Cinema Paradiso	was	made	

 talked	about	Rome.
 talked	to	Toto.
 introduced	a	movie	he	liked.

 worked	at	a	theater.
 had	a	friend	called	Alfredo.
 didn’t	like	movies	very	much.

 over	30	years	ago.
 for	Elena.
 by	Toto.
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ｄ.	 	Toto	watched	movies	

ｅ.	 	Masaki	wants	everyone	to	

 at	a	theater	with	Masaki.
 at	a	theater	named	Elena.
 at	a	theater	named	the	Cinema	Paradiso.

 go	to	Italy.
 make	sweet	movies.
 watch	Cinema Paradiso.
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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。

Woman	:		Excuse	me.										⒜									
Man	:		How	about	this	blue	dress?	It’s	new.

Woman	:											⒝										Do	you	have	a	black	one?
Man	:		Yes.	Here	it	is.

Woman	:		Nice.										⒞										
Man	:		It’s	$	49.	

Woman	:											⒟									
Man	:		Of	course.	What	size	do	you	wear?

Woman	:		Size	8.
Man	:		All	right.	This	is	a	size	8.

<A	few	minutes	later>

Man	:		How	is	it?
Woman	:		Great.										⒠									

 I’ll	take	it.
 I’m	just	looking.
 I’d	like	a	different	color.
 Can	I	try	it	on?
 I’d	like	to	buy	a	dress.
 How	much	is	it?
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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.	
 My	bike	is	too	big.
 My	bike	is	broken.
 My	bike	is	wet.

ｃ.	
 Yes.	I	feel	good	today.
 No.	I	feel	very	sick.
 Yes.	How	about	you?

ｂ.	
 It	was	easy.
 I	didn’t	take	the	test	today.	
 I	lost	my	test.

ｄ.	
 	Oh,	what	a	pretty	cat!
 Thank	you	for	the	beautiful	rose.
 What	a	nice	present!

ｅ.	
 No.	Tom	and	Jack	are	absent.
 Yes,	we	are.
 No.	Only	Tom	is	absent.
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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.	 Akira	goes	to	his	office（  by		  from		  with）bus.
ｂ.	 What	is	the	best（  street		  walk		  way）to	learn	English?
ｃ.	 There	are（  twelve		  twelfth		  twenty）months	in	a	year.
ｄ.	 Ａ	:（  When		  Where		  Which）do	you	play	basketball?
	 Ｂ	:		I	usually	play	it	on	Saturdays.
ｅ.	 Ａ	:	I’m	looking	for	tennis	shoes.
	 Ｂ	:		What	size	do	you（  play		  read		  want）?	

　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	:	Are	you	and	Akiko	sisters?
	 Ｂ	:	No.（  We		  Our		  Us）are	friends.

ｂ.	 Ａ	:	Does	your	brother（  live		  lives		  lived）with	you?
	 Ｂ	:	No,	he	doesn’t.	He	lives	in	Canada.

ｃ.	 Ａ	:		Can	you	play	the	piano?
	 Ｂ	:		Yes,	 but	 I	 can’t	 play	 it	 as（  well		  better		  best）as	 my	

mother.
	
ｄ.	 Ａ	:	What	did	they	sing	on	the	stage?
	 Ｂ	:		They（  sing		  sang		  sung）the	school	song.
	
ｅ.	 Ａ	:	Shall	we（  work		  worked		  working）together?
	 Ｂ	:		Yes,	let’s.
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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.	 この花はあなたのお母さんが育てたのですか。
	 Was（1.	by	your	mother		2.	grown		3.	this	flower）?
	 ［  2-1-3　　  2-3-1　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｂ.	 理子さんはなんてかわいい犬を飼っているのでしょう。
	 What（1.	Riko		2.	has		3.	pretty	dogs）!
	 ［  1-2-3　　  1-3-2　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｃ.	 あなたに話したいことがあります。
	 I	have（1.	to		2.	something		3.	tell）you.
	 ［  1-3-2　　  2-1-3　　  2-3-1　　  3-2-1］

ｄ.	 「りんご」は英語で何と言うのですか。
	 How（1.	you		2.	do		3.	say）‘ringo’	in	English?
	 ［  1-3-2　　  2-1-3　　  2-3-1　　  3-1-2］

ｅ.	 私には教師になりたいと思っている友達がいます。
	 I	have	a	friend（1.	who		2.	to		3.	wants）be	a	teacher.
	 ［  1-2-3　　  1-3-2　　  2-3-1　　  3-2-1］
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