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令　和　２　年　度　（　第　65　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

令和 2 年 12 月 20 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.	  bor-row	  com-mon	  ex-cept	  trou-ble
ｂ.	  a-head	  dis-tant	  hel-met	  mi-nor
ｃ.	  air-mail	  ba-sic	  cen-tral	  re-lax
ｄ.	  ex-er-cise	  mu-si-cal	  Pa-cif-ic	  res-tau-rant
ｅ.	  ar-e-a	  con-di-tion	  reg-u-lar	  u-ni-form

　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.	 Ken	was	reading	a	book	/	written	/	by	/	his	favorite	writer.

ｂ.	 I’ll	show	you	/	how	/	to	get	/	to	the	station.

ｃ.	 You	can	come	/	with	me	/	or	stay	/	in	this	room.

ｄ.	 It’s	cheaper	/	to	take	/	the	train	/	than	/	to	take	a	taxi.

ｅ.	 All	/	the	people	/	who	attended	/	the	meeting	/	felt	really	excited.

　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	do	you	do?
　	 Ｂ	:	I’m	a	doctor	and	work	at	City	Hospital.

ｂ.	 Ａ	:	When	is	a	good	time	to	visit	China?
　	 Ｂ	:	Every	season	is	a	nice	time	to	visit.

ｃ.	 Ａ	:	Why	are	you	crying?
　	 Ｂ	:	I’ve	just	cut	some	onions.

ｄ.	 Ａ	:	Which	tie	will	look	good	with	this	shirt?
　	 Ｂ	:	I	think	the	blue	one	will	look	nice.	

ｅ.	 Ａ	:	How	often	do	you	go	to	your	farm?
　	 Ｂ	:		I	 go	 there	 twice	 a	week	with	my	wife	 and	 usually	 stay	 for		

two	or	three	hours.
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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。

　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.	  No,	nothing	special.
　	  Neither	do	I.
　	  No,	I	didn’t.

ｂ.	  So	did	I.
　	  No,	not	yet.
　	  Sorry,	I	don’t	know.
	
ｃ.	  It’s	too	cheap.
　	  Well-done,	please.
　	  That	sounds	great.

ｄ.	  Mary	does.
　	  He	is	absent.	
　	  I	like	English.

ｅ.	  At	once.	
　	  Only	twice.
　	  Two	hours.
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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.	  She	is	a	teacher.
　	  She	works	at	a	station.
　	  She	is	a	high	school	student.

ｂ.	  On	foot.
　	  By	train.
　	  By	bicycle.
	
ｃ.	  No,	she	doesn’t.	It’s	cloudy.
　	  No,	she	doesn’t.	It’s	very	crowded.
　	  Yes,	she	does.	It’s	very	crowded.

ｄ.	  Next	Sunday.
　	  Next	Saturday.
　	  As	soon	as	possible.

ｅ.	  At	7 : 50.
　	  At	8 : 00.
　	  At	8 : 20.
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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	United	States	dollar	is	the	*1currency	of	the	US.	The	sign	for	the	
US	dollar	is	$	and	the	short	form	is	USD.	One	dollar	equals	one	hundred	
cents.	There	are	coins	 for	cents	and	 *2bills	 for	dollars.	Several	kinds	of	
bills	are	printed:	$1,	$2,	$5,	$10,	$20,	$50,	and	$100.	You	hardly	ever	see	$2	
bills.

Each	dollar	bill	has	the	picture	of	a	famous	US	president	or	*3politician	
on	it.	For	example,	George	Washington	is	on	the	$1	bill.	He	was	the	first	
president	of	the	US.

US	dollar	bills	 are	made	of	 cotton,	 not	paper.	They	are	 all	 the	 same	
size.	In	the	past,	they	were	all	green.	Today	you	can	see	different	colors	
on	 dollar	 bills,	 such	 as	 light	 *4purple	 and	 yellow.	 If	 you	 look	 carefully,	
you	can	also	see	a	*5watermark,	and	small	red,	blue	and	silver	*6threads.	
These	are	to	stop	people	from	making	copies	of	dollar	bills.

*1currency	：通貨　　*2bill(s)：紙幣　　*3politician	：政治家
*4purple：紫色　　*5watermark	：透かし（模様）　　*6thread(s)：糸

ａ.	 USD	is	short	for 
 the	United	States	dream.
 the	United	States	dollar.
 the	United	States	of	America.

b.	 The	$2	bill 
 is	not	often	seen.
 was	never	printed.
 is	smaller	than	any	other	bill.
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ｃ.	 	George	Washington	was	
 the	first	president	who	used	the	$1	bill.
 the	first	president	to	make	a	US	dollar	bill.
 the	president	whose	picture	is	on	the	$1	bill.

ｄ.	 Dollar	bills	are	made	of	 
 cotton.
 paper.
 paper	and	cotton.

ｅ.	 Watermarks 
 can	easily	be	seen	on	dollar	bills.
 help	to	stop	people	making	copies	of	dollar	bills.
 were	a	good	idea	to	make	dollar	bills	full	of	colors.
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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。

Waiter	:		Hi,	how	are	you?
Tom	:		Fine.	Thank	you.	            ⒜            

Waiter	:		Here	you	are.
Tom	:		Thank	you.	            ⒝            

Waiter	:		It’s	roast	chicken.
Tom	:		That	sounds	good.	            ⒞            	

Waiter	:		Would	you	like	something	to	drink?
Tom	:		Yes,	I’ll	have	a	glass	of	water.

Waiter	:		Certainly,	sir.	

<	Ten	minutes	later	>

Waiter	:		Here	you	are.	            ⒟            
Tom	:		Thank	you.

<	A	few	minutes	later	>

Waiter	:		            ⒠            
Tom	:		Yes,	it’s	very	nice.	Thank	you.

 Is	everything	all	right?
 Enjoy	your	meal.
 What’s	today’s	special?
 I’ll	have	that.
 Can	I	have	the	check,	please?
 Can	I	have	a	menu,	please?
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　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。

	 Man	:	Look!	We	can	leave	our	bags	here.
	 Woman	:	That’s	great.	It	will	be	easy	to	walk	around.

	 Man	:	We	were	lucky	to	catch	the	train.
	 Woman	:	Yes,	we	were.	I	ran	so	fast	that	I’m	thirsty.

	 Man	:	This	is	the	last	day	of	our	trip.
	 Woman	:	We	still	have	five	hours	before	we	have	to	come	back	to	this	

station.
	 Man	:	Yes.	We	can	look	around	the	city.

	 Man	:	We’ve	 got	 some	 nice	 presents.	 Let’s	 go	 through	 the	 ticket	
gate.

	 Woman	:	Where	are	our	bags?	Our	bags	are	still	in	the	locker.	Hurry	
up.

	 Man	:	I’m	quite	hungry.	Shall	we	have	lunch?
	 Woman	:		This	place	looks	nice.	How	about	here?
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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.	 	Ken	can	run	fastest（  for		  in		  of）all	these	boys.

ｂ.	 	I	love	dogs.	Do	you	have（  each		  it		  one）?

ｃ.	 	A	:	Are	you（  free		  ready		  sorry）to	order?
B	:	Yes.	I’ll	have	a	cheese	sandwich,	please.

ｄ.	 		A	:	How（  far		  long		  much）is	it	from	here	to	Tokyo	station?
B	:	It’s	about	500	meters.

ｅ.	 This	soup（  hears		  sounds		  tastes）too	salty!

　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.	 	Japanese	people	take	off（  they		  their		  them）shoes	at	home.

ｂ.	 	The	yen（  fall		  fell		  fallen）against	the	dollar	yesterday.

ｃ.	 All	goods（  sell		  sold		  selling）in	this	shop	are	100	yen.

ｄ.	 	Could	I（  use		  uses		  used）your	dictionary?

ｅ.	 	This	is	the（  much		  more		  most）difficult	book	I	have	ever	
read.
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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.	 このコンピュータは私のために購入されました。
	 This	computer（1.	bought		2.	for		3.	was）me.
	 ［  1-3-2　　  2-1-3　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｂ.	 	私にとってその質問に答えるのは簡単でした。
	 It	was	easy（1.	to		2.	for		3.	me）answer	the	question.
	 ［  1-2-3　　  1-3-2　　  2-1-3　　  2-3-1］

ｃ.	 私は誰がこの詩を書いたのか知りたいです。
	 I	want	to	know（1.	who		2.	this	poem		3.	wrote）.
	 ［  1-2-3　　  1-3-2　　  2-1-3　　  2-3-1］

ｄ.	 あなたはもう宿題を終えましたか。
	 	Have（1.	your	homework		2.	finished		3.	you）yet?
	 ［  1-3-2　　  2-1-3　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｅ.	 これは私の祖父が住んでいた家です。
	 This	is（1.	where		2.	the	house		3.	my	grandfather）lived.
	 ［  2-1-3　　  2-3-1　　  3-1-2　　  3-2-1］
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