
令　和　２　年　度　（　第　64　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 2年 9月 6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.	  a-bout	  flow-er	  sto-ry	  ta-ble
ｂ.	  chick-en	  hun-gry	  per-son	  re-ceive
ｃ.	  a-gain	  cen-ter	  gar-den	  so-fa
ｄ.	  di-a-ry	  fac-to-ry	  to-mor-row	  u-su-al
ｅ.	  dif-fer-ent	  fam-i-ly	  pop-u-lar	  Sep-tem-ber

　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.	 Both	Mike	/	and	Tom	/	are	my	best	/	friends.

ｂ.	 I	got	/	off	/	the	train	/	at	East	Station.

ｃ.	 	Agatha	Christie	is	a	famous	/	writer	/	and	many	people	/	like	her	books.

ｄ.	 Jack	went	/	to	the	park	/	to	play	/	tennis.

ｅ.	 I	met	a	girl	/	who	spoke	/	very	good	/	English.

　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’s	that	boy’s	name?
　	 Ｂ	:	Luke	is	his	name.

ｂ.	 Ａ	:	What	time	did	you	get	up	this	morning?
　	 Ｂ	:	I	think	it	was	nine-thirty.

ｃ.	 Ａ	:	How	did	you	find	this	coffee	shop?
　	 Ｂ	:	I	found	it	on	the	Internet.

ｄ.	 Ａ	:	Where	are	you	going?
　	 Ｂ	:	I’m	going	to	the	supermarket	to	buy	some	eggs.

ｅ.	 Ａ	:	What	do	you	call	this	vegetable	in	Japanese?
　	 Ｂ	:	It’s	called	hakusai	in	my	language.
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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）



〔令和２年度　第64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.	  Yes,	I	do.
	  Yes,	I	am.
	  Yes,	I	can.

ｂ.	  At	once.
	  At	noon.
	  At	school.

ｃ.	  It’s	two	o’clock.
	  It’s	one	hundred	dollars.	
	  It’s	too	heavy.

ｄ.	  Sure,	please	do.
	  Yes,	you	did.
	  No,	I	don’t.

ｅ.	  Yes,	it	has.
	  Yes,	you	are.
		  No,	I	haven’t.
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ａ.	  Tommy’s	father.
	  Tommy’s	friend.
	  Tommy’s	teacher.

ｂ.	  Last	Saturday.
	  Last	Sunday.
	  During	their	summer	vacation.

ｃ.	  They	caught	some	fish	and	cooked	them.
	  They	made	dinner	and	ate	it	only	by	themselves.
	  They	made	new	friends	and	had	dinner	together.

　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。

ｄ.	 They	will	
 climb	a	mountain.
 go	fishing	in	the	sea.
 study	about	fish	in	a	tent.

ｅ.	 Because	
 they	live	near	the	sea.
 they	live	in	a	tent.
 they	don’t	live	near	the	sea.
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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。

The	kiwi	lives	only	in	New	Zealand.	It	is	a	very	strange	bird	because	
it	cannot	fly.	The	kiwi	is	as	big	as	a	chicken.	It	has	no	*1wings	or	tail.	It	
has	hair	on	its	body.	A	kiwi	likes	a	lot	of	trees	around	it.	It	sleeps	during	
the	day	because	it	doesn’t	like	the	sun.

There	 are	 only	 a	 few	kiwis	 in	New	Zealand	 now.	The	 *2government	
says	that	people	must	not	catch	them.	People	in	New	Zealand	love	their	
kiwis	and	want	them	to	live	happily.	There	is	a	picture	of	a	kiwi	on	New	
Zealand	money.	People	from	New	Zealand	are	sometimes	called	Kiwis.

*1wing(s)：翼　　*2government：政府

ａ.	 The	kiwi	
 is	not	a	bird	because	it	cannot	fly.
 is	a	bird	found	only	in	New	Zealand.
 is	a	bird	which	lives	away	from	New	Zealand.

ｂ.	 The	kiwi	
 has	no	hair	or	tail.
 looks	like	a	chicken.
 is	the	same	size	as	a	chicken.
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ｃ.	 The	kiwi	likes	
 to	sit	in	the	sun.
 to	sleep	at	night.	
 to	stay	among	trees.

ｄ.	 In	New	Zealand,	
 people	cannot	see	many	kiwis.
 there	are	as	many	kiwis	as	people.
 people	like	to	catch	kiwis.

ｅ.	 We	sometimes	call	　　　　　　　　　　　　　　　　　Kiwis.
 people	from	New	Zealand
 New	Zealand	money
 the	New	Zealand	government
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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	phone>
Tom	:		Hello.	This	is	Tom	speaking.	

Nancy	:		Hello.	This	is	Nancy.										⒜									
Tom	:		No.										⒝										He	has	moved	to	New	York.

Nancy	:		Oh,	really?										⒞									
Tom	:		Yes.	Let	me	see.	Ah,	I	remember,	here	it	is.	

									⒟									
Nancy	:		Yes,	I	do.	Go	on.
Tom	:		His	number	is	555-373.

Nancy	:											⒠									

 Is	Bob	there?
 Do	you	have	a	pen?
 Let’s	call	him	together.
 Thank	you	for	your	help.
 He	doesn’t	live	here	now.
 Do	you	know	his	new	number?
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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.	
 Where	are	my	glasses?
 Where	is	my	cup?
 Where	is	my	eraser?

ｃ.	
 Mom,	I	want	a	new	computer	game.
 Mom,	I	want	to	see	some	cats.
 Mom,	I	want	to	buy	a	science	book.

ｂ.	
 I’m	riding	my	bicycle.
 I’m	making	a	dog	house.
 I’m	cooking.

ｄ.	
 Yes,	I	am.
 No,	I’m	sorry.
 I’m	free	on	the	17th.

ｅ.	
 Thank	you.	I’m	hungry.
 I’m	eating	now.
 No,	thank	you.	I’m	full.
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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.	 	We	are	going	to	stay	in	Tokyo（  for		  since		  until）two	weeks.
ｂ.	 I	was	surprised	at	the（  storm			  speed		  stop）of	the	train.
ｃ.	 	The	library	has（  little		  many		  much）books.
ｄ.	 Ａ	:	（  What		  Where		  Who）is	he	looking	for?	
	 Ｂ	:	He’s	looking	for	his	bag.
ｅ.	 Ａ	:	What	time	did	you（  go		  have		  make）to	bed?
	 Ｂ	:	At	about	11 : 00	last	night.

　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	:	Do	you	know	that	woman?
	 Ｂ	:	Yes.	I	know（  she		  her	  hers）.	She’s	Ms.	Tanaka.

ｂ.	 Ａ	:	Did	you	have	a	good	weekend?
	 Ｂ	:	Yes.	I（  have		  had		  having）a	great	weekend.

ｃ.	 Ａ	:		Is	she（  eat		  eaten		  eating）a	sandwich?
	 Ｂ	:		No,	she	isn’t.
	
ｄ.	 Ａ	:	Which	is（  easy		  easier		  easiest）,	this	book	or	that	one?
	 Ｂ	:		This	book	is.
	
ｅ.	 Ａ	:		Where	did	you（  see		  saw		  seen）him?
	 Ｂ	:	In	his	office.
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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.	 この写真は京都でとられたものですか。
	 Was（1.	taken		2.	in		3.	this	picture）Kyoto?
	 ［  1-2-3　　  1-3-2　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｂ.	 昨日のパーティーは楽しかったですか。	
	 Did（1.	yourself		2.	you		3.	enjoy）at	the	party	yesterday?
	 ［  1-2-3　　  1-3-2　　  2-1-3　　  2-3-1］

ｃ.	 私の仕事は高校で英語を教えることです。
	 My	job（1.	is		2.	teach		3.	to）English	at	a	high	school.
	 ［  1-2-3　　  1-3-2　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｄ.	 まちがいを恐れてはいけません。	
	 You（1.	not		2.	must		3.	be）afraid	of	mistakes.
	 ［  1-2-3　　  1-3-2　　  2-1-3　　  2-3-1］

ｅ.	 私はあそこでテニスをしている男の子を知っています。
	 I	know（1.	tennis		2.	playing		3.	the	boy）over	there.
	 ［  1-2-3　　  1-3-2　　  3-1-2　　  3-2-1］
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