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令 和 3 年 度 （ 第 66 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30分15秒）　1〜�は CD のトラックナンバーです。

令和 3年 9月 12 日（日）実施

1　これは令和３年度第66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. Your mother offers to take you to school by car, but it’s a lovely day and 
you’d rather walk. What would you say to politely refuse her offer?

5　　Question b. While driving to work, you hit another car. You need to get the other 
driver’s name and insurance company and give him yours in turn. What 
would you say?

6　　Question c. An old gentleman with a stick may be having trouble crossing the road. 
You want to find out if he could use some help. What would you say?

7　　Question d. The dessert was so good that you would like to politely ask for more. 
What would you say?

8　　Question e. You found it hard to decide whether to take chocolates or flowers, but 
now you are arriving at the party and have brought flowers for the 
hostess. What would you say?

（１題ごとに３秒おいてくり
返し，そのあと10秒休止）
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［令和３年度第66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. May I speak to Mr. Brown, please?
�　　Question b. Does this shirt look good on me?
�　　Question c. I’ll give you a ride to the airport tomorrow morning.
�　　Question d. Does this bag belong to Tom?
�　　Question e. You’re going to Kyoto this weekend, aren’t you?

（１題ごとに３秒おいてくり
返し，そのあと10秒休止）
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［令和３年度第66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 :  Hi. Welcome to our restaurant. Here is a menu.
 Woman :  Thank you. Let’s see. What’s today’s special?
 Man :  We have a fried chicken sandwich.
 Woman :  Oh, I don’t feel like eating a sandwich. Just a moment, please.
 Question :  What will the woman probably do next?

�　　Question b. Man :  How was your visit to Japan?
 Woman :  It was great. I loved the beautiful old temples.
 Man :  Did you have any trouble?
 Woman :  Unfortunately, I took the wrong train on the way back to the airport. 

I nearly missed the flight.
 Question :  Which statement is true about this conversation?

�　　Question c.  Man :  I’d like a ticket to see the movie at 4 p.m. today.
 Woman :  We have only one seat available. It’s in the first row. Is that OK?
 Man :  Yes. Do you offer a student discount?
 Woman :  Of course. Do you have your student ID?
 Question :  What will the man probably do next?

�　　Question d. Man :  Good morning. I have your medical check results here.
 Woman :  I hope everything is OK. 
 Man :  There’re no major problems with your health. As your doctor, I 

suggest you do some regular exercise, like running for 30 minutes.
 Woman :  I see. I’ll buy some new shoes and start going to the gym.
 Question :  Where is this conversation most likely taking place?

�　　Question e. Man :  We have no food left in the fridge. We need to go shopping this 
afternoon.

 Woman :  Sorry, I have to get some housework done. Instead, why don’t we 
buy our food online?

 Man :  Have you ever tried that before?
 Woman :  Yes, it’s very simple. Let me show you how it works.
 Question :  What will the man and woman probably do next?

（１題ごとに３秒お
いてくり返し，そ
のあと10秒休止）
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［令和３年度第66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。

��
　The 2020 Nobel Peace Prize was given to the World Food Programme, WFP for 
short. The news was announced on October 9th. WFP is an organization run by the 
United Nations to provide emergency help to people who don’t have enough food. It is 
helping people during this very difficult time. In 2020, the coronavirus disease led to a 
rise in the number of people facing starvation. 
　Berit Reiss-Andersen leads the Norwegian Nobel Committee. She says the 
committee wants to “turn the eyes of the world towards the millions of people who 
suffer from or face the danger of hunger.” WFP works mainly in places affected by war 
or other problems. In 2019, it provided food to 97 million people in 88 countries. The 
group estimates that 690 million people globally are suffering from hunger. David 
Beasley, who leads WFP, said there’s no hope for a peaceful planet if people are 
hungry.

（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。
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［令和３年度第66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。TedとSeiko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。

��
 Ted :  Hi, Seiko. Why are you carrying vegetables instead of putting them in a plastic bag?
 Seiko :  Well, nowadays, supermarkets in Japan don’t give us free plastic bags anymore. 

That’s why. I could have bought one, but I decided not to because I had no small 
change with me.

 Ted :  I see. Haven’t you tried cashless payments, yet? It’s a convenient system in a 
situation like that. But I think it’s a good idea not to buy plastic bags because they 
are very harmful to the environment. 

 Seiko :  Oh, why is that?
 Ted :  I’ve read an article about them and found that, every year, many sea animals die 

because they either mistake the bags for food or get caught up in them and drown.  
 Seiko :  Wow, that’s very sad. Maybe we should go back to using paper bags again. 
 Ted :  Well, that isn’t a very good idea, either. It takes four times as much energy to 

manufacture paper bags, compared with plastic ones. Also, material for paper comes 
from trees, so making paper bags will lead to the destruction of forests. 

 Seiko :  Now you are talking like a researcher, aren’t you? 
 Ted :  Well, I majored in environmental protection in university. 
 Seiko :  So Ted, what should we use when shopping in supermarkets?
 Ted :  Reusable bags! I always carry one with me.

　　次に問いの文を読みます。

��　　Question a. Why is Seiko carrying vegetables without a bag?
��　　Question b. Why does Ted say cashless payments are convenient?
��　　Question c.  How do plastic bags damage sea animals according to Ted?
��　　Question d. According to Ted, why is using paper bags also bad for the environment?
��　　Question e. What was Ted’s major in university?

（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「令和3年度第66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。
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令 和 ３ 年 度 （ 第 66 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28分14秒）　1〜�は CD のトラックナンバーです。

令和 3年 9月 12 日（日）実施

1　これは令和３年度第66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。
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［令和３年度第66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. Woman : Which train should we take to Central Station?
 Man :  The 9 :00 train looks good. That would give us time for 

breakfast, or do you want to go on the early train?
 Woman :  I want to go earlier, and look at the prices. It’s important to 

save money.
 Man : Oh yes, you’re quite right.
 Question :  Which train will the man and the woman catch at West 

Station?

5　　Question b. Man :  Where should we park our car? There’s a place near the 
entrance.

 Woman :  We’re going to watch a movie on the fifth floor.
 Man :  Yes, and we’re also going to pick up our new chair. The 

furniture shop is on the second floor.
 Woman :  The chair will be heavy. So, let’s park near there.
 Question :  Where will the man and the woman park their car?
 
6　　Question c. Woman :  How can I help you?
 Man :  I’d like a hamburger with egg, two french fries and an orange 

juice.
 Woman :  What size orange juice?
 Man :  Medium, please. And could I also have a cake? 
 Question :  How much does the man need to pay?

7　　Question d. Woman :  I feel like watching a movie. Any title is fine.
 Man :  I’ve been wanting to see Moon Wars or Women in Black. 

What time is it now?
 Woman :  It’s half past 3. I need to leave the theater by 6 :15 p.m.
 Man :  I see. In that case, there’s only one choice. Let’s try it.
 Question :  Which movie will the man and the woman watch?

8　　Question e. Woman :  Can you tell me how to get there? If possible, I’d like to get 
some coffee on the way.

 Man :  There’s a great coffee shop on your way there. At first, turn 
left and walk one block. The shop is around the corner to 
your right. 

 Woman :  I see.
 Man :  When you get out of the coffee shop, walk down New Road, 

go past the traffic light, and turn right into Castle Street. It’ll 
be on your left.

 Question :  Where does the woman want to go last?

（１題ごとに３秒おいてく
り返し，そのあと10秒休止）
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［令和３年度第66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.   My aunt often goes climbing in Europe. Last year she enjoyed the 
beautiful mountains in Germany and hopes to try the mountains in 
France in the near future.

Question :  Which country does his aunt want to visit?

�　　Question b.   Steve speaks English and Spanish. He has started to study Chinese, 
but is finding it difficult to study by himself. Now he is looking for 
English-speaking Chinese friends who can help him learn Chinese.

Question :  What kind of people is Steve looking for?

�　　Question c.   Patricia got a video game from her uncle, but her parents won’t let her 
play it because she hasn’t studied. So, she will lend it to her friend 
tomorrow. 

Question :  Why will Patricia lend her video game to her friend?

�　　Question d.   Jason is good at cleaning the house. His brother, Bob, never cleans, 
but he cooks and does the laundry. They both take care of their dogs.

Question :  What doesn’t Bob do?

�　　Question e.   Angela got tickets to see her favorite group. She invited her best friend 
to the concert, but she said she wasn’t interested. Angela may go with 
her brother as he loves drumming and the drummer in the group is very 
good.

Question :  Why may Angela’s brother go to the concert?

（１題ごとに３秒おいてくり
返し，そのあと10秒休止）
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［令和３年度第66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. Sam wants to open a sweet shop. He spends lots of time trying to make 
delicious chocolates and candies.

�　　Question b. When Julia was a little girl, she loved a toy rabbit. She lost it at school. 
Yesterday, she saw the same model in a shop window and wants to buy it.

�　　Question c. The old dog wanted his supper. However, he sat patiently until his owner 
told him to start eating.

�　　Question d. Jun wants a guitar, so he works part-time at a restaurant to earn the 
money. His mother says that Jun can continue working, but if he studies 
hard instead, she will buy him the guitar.

�　　Question e. Lord Somerset loves his castle, but it is expensive to keep it repaired 
and looking nice. He will open it to visitors who will pay to come in.

（１題ごとに３秒おいてくり
返し，そのあと10秒休止）
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［令和３年度第66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。TamakiとJim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。

��
Tamaki :  Hi, Jim. Long time no see. How have you been?
      Jim :  Not so good. I’ve been staying at home all day lately and I have put on weight.
Tamaki :  Don’t worry. You don’t look so bad. 
      Jim :  Thanks for saying that. Now I’m trying to avoid eating meat and animal fat because 

they are high in calories.  
Tamaki :  You sound like a vegetarian. Do you think that will help you?
      Jim :  Yes, people say avoiding meat is better for both the natural world and our health.
Tamaki :  Oh, don’t say that. I’ve just finished eating a delicious hamburger. Get out of your 

house and do some exercise, like riding a bicycle. 
      Jim :  I would do anything if I could lose weight. Does riding a bicycle help?
Tamaki :  Yes, it does. Actually, riding a road bike helps you lose more weight than jogging.
      Jim :  Road bikes are the kind of bicycles that look really sporty? 
Tamaki :  Yes. When riding the bike, you tend to use more body parts than just jogging. That 

helps you lose weight faster.
      Jim :  That’s why I see many people riding those sporty-looking bicycles. 
Tamaki :  I guess so. It’s also much better for nature than driving a car. 
      Jim :  You’re right. I’ll forget about avoiding meat. I’ll go and buy a road bike. 

　　次に問いの文を読みます。

��　　Question a.  What is Jim worried about after having stayed home lately?
��　　Question b.  Why did Tamaki say, “don’t say that” when Jim talked about avoiding 

meat?
��　　Question c. What does Tamaki want Jim to do?
��　　Question d. Why does riding a road bike help you lose weight more than jogging?
��　　Question e.  What did Jim decide to do in the end?

（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「令和３年度第66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。
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令 和 ３ 年 度 （ 第 66 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7秒）　1〜�は CD のトラックナンバーです。

令和 3年 9月 12 日（日）実施

1　これは令和３年度第66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 :  What did you buy at the store?
 Woman :  I bought a shirt and a skirt.
6　　Question b. Man :  Where is Dad?
 Woman :  He’s in the living room. He’s sweeping the floor.
7　　Question c. Woman :  What is the building next to the flower shop?
 Man :  It’s a hospital.
8　　Question d. Woman :  Please tell me your plan.
 Man :  OK. I’ll show you on the whiteboard.
9　　Question e. Woman :  Which is your sister in this photo?
 Man :  She is the second from the right. She is the tallest in this photo.

（１題ごとに３秒おい
てくり返し，そのあ
と10秒休止）
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［令和３年度第66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. How’s your mother?
�　　Question b. Is Mr. Smith in his office now?
�　　Question c. What’s your favorite subject?
�　　Question d. Have you listened to this song?
�　　Question e. What time are you going to get up tomorrow morning?

（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。

��
　Misaki is sixteen years old. She lives with her grandmother, parents and a brother. Her 
grandmother, Sachiko, is eighty years old, and reads a newspaper every day. Misaki’s 
parents are both high school teachers. Her mother, Kumiko, teaches math, and her 
father, Tetsuya, teaches science. Her brother, Daiki, is a junior high school student, and 
plays baseball on weekdays. Misaki is a high school student, and belongs to the English 
club. Next summer, she is going to study in Australia for three weeks because she wants 
to be an English teacher in the future.

　　次に問いの文を読みます。

��　　Question a. How old is Misaki?
��　　Question b. What does Misaki’s grandmother do every day?
��　　Question c. What subject does Kumiko teach?
��　　Question d. When does Misaki’s brother play sports?
��　　Question e. What will Misaki do next year?

（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「令和３年度第66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。
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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 DU 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。


