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令　和　３　年　度　（　第　67　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 3 年 12 月 19 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.	  air-plane	  fool-ish	  mu-sic	  per-cent
ｂ.	  en-joy	  mod-ern	  o-ver	  rain-bow
ｃ.	  a-fraid	  cheer-ful	  sud-den	  tax-i
ｄ.	  an-y-one	  dif-fi-cult	  im-por-tant	  sci-en-tist
ｅ.	  cap-i-tal	  ex-cit-ing	  por-ta-ble	  ra-di-o

　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.	 Yoko	is	the	best	/	singer	/	in	/	her	class.

ｂ.	 It’s	been	a	long	/	time	/	since	we	last	saw	/	each	other.

ｃ.	 I	met	a	boy	/	whose	/	father	/	is	a	famous	musician.	

ｄ.	 The	movie	/	I	watched	/	with	Denis	/	yesterday	/	was	very	exciting.

ｅ.	 It	was	such	/	a	cold	day	/	that	/	I	couldn’t	get	/	out	of	my	house.

　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	time	are	you	going	back	home?
　	 Ｂ	:	I	can’t	go	home	until	6	p.m.

ｂ.	 Ａ	:	Who	ate	my	ice	cream?
　	 Ｂ	:	I	saw	Tom	eating	your	ice	cream.

ｃ.	 Ａ	:	How	do	you	like	your	new	job?
　	 Ｂ	:	It’s	better	than	I	expected.

ｄ.	 Ａ	:	What	do	you	want	for	lunch?
　	 Ｂ	:	I	have	wanted	to	eat	roast	beef	since	last	night.

ｅ.	 Ａ	:	Where	do	you	plan	to	go	during	this	vacation?
　	 Ｂ	:	I’m	going	to	Spain	with	my	family	as	usual.	
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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,	I	live	in	the	next	town.
　	  No,	I	won’t.
　	  Yes,	I’ll	leave	here.

ｂ.	  Along	the	beach.
　	  With	my	dog.
　	  Before	breakfast.
	
ｃ.	  It’s	a	piece	of	cake.
　	  Thank	you.	I’d	love	one.
　	  I’m	sorry	to	hear	that.

ｄ.	  By	train.	
　	  I	think	so.
　	  To	meet	his	friend.

ｅ.	  About	two	months	later.
　	  Around	30,000	dollars.
		　	  It’s	ten	kilometers.
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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。

ｃ.	  American	history.
　	  Japanese	history.
　	  Japanese	movies.

ｅ.	  Kyoto.
　	  Tokyo.
　	  Osaka.

ａ.	 She	is 
 a	Japanese	teacher	in	America.
 a	high	school	student	in	Japan.
 a	high	school	student	in	America.

ｄ.	 She	studies	it 
 by	talking	with	her	teacher.
 by	watching	movies	and	reading	books.
 by	watching	a	movie	and	talking	about	it.

ｂ.	 	Because	
 her	father	is	from	Japan.
 her	grandfather	is	from	Japan.
 her	grandfather	visited	Japan	seventy	years	ago.
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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。

Bollywood	 is	 the	 largest	 movie-making	 business	 in	 India.	 Lately,	
Bollywood	 films	 have	 become	 popular	 around	 the	 world.	 The	 word	
Bollywood	 is	 a	mix	 of	 the	 words	 Bombay（a	 city	 in	 India	 now	 called	
Mumbai）and	*1Hollywood,	the	movie	capital	of	America.	

What	 are	 Bollywood	 movies	 like?	 In	 some	 ways,	 they	 are	 different.	
First,	they	are	at	least	three	hours	long.	The	movie	usually	stops	in	the	
middle	and	people	take	a	short	break.

Another	important	part	of	Bollywood	movies	is	the	music.	Singing	and	
dancing	is	very	common	in	Bollywood	films.	The	music	is	often	a	mix	of	
*2Hindi	pop	songs	and	old	*3melodies.	In	some	places	in	India,	while	people	
are	watching	the	movie,	they	stand	up,	sing,	and	dance	in	the	theater.

For	many	years,	Bollywood	films	were	only	popular	in	India.	But	today	
many	people	enjoy	watching	Bollywood	movies	around	the	world.	Some	
Hollywood	 movies	 are	 now	 copying	 the	 Bollywood	 style.	 Also,	 some	
famous	Bollywood	stars	are	now	working	in	Hollywood	films.

*1Hollywood：ハリウッド　　*2Hindi：ヒンディー語の　　
*3melody(-ies)：メロディー、旋律

ａ.	 	The	movie	business	in	India	is	called	Bollywood	

because
 it	means	movies	in	Hindi.
 it	was	started	in	Hollywood.
 it’s	like	Hollywood	in	Bombay.

b.	 Bollywood	movies 
 are	so	long	that	they	usually	have	a	break.
 are	always	like	Hollywood	ones.
 often	use	Hollywood	music.
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ｄ.	 	Bollywood	films	
 are	popular	only	in	India.
 are	popular	not	only	in	India	but	also	in	other	countries.
 are	more	popular	in	Hollywood	than	in	anywhere	else.

ｃ.	 	When	people	watch	Bollywood	movies,	
 they	are	very	quiet.
 they	sing	and	dance.
 they	talk	with	each	other.

ｅ.	 Some	Hollywood	movies	are	made 
 in	the	Bollywood	way.
 in	Bollywood.
 in	an	old	style.
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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。

Hotel	Clerk	:		Can	I	help	you?
Guest	:		Yes.	            ⒜            

Hotel	Clerk	:		Did	you	book	a	room	with	us?
Guest	:		No,	I	didn’t.

Hotel	Clerk	:		            ⒝            Would	you	like	a	single	or	a	double	room?
Guest	:		A	single	is	fine.	            ⒞            	

Hotel	Clerk	:		I	can	give	you	room	147.	            ⒟            
Guest	:		Oh,	great.	Thank	you	very	much.

Hotel	Clerk	:		Please	sign	here.	Here’s	your	key.	Do	you	need	help	with	your	
bag?

Guest	:		No,	that’s	all	right.
Hotel	Clerk	:		OK.		            ⒠            

Guest	:		No	problem.
Hotel	Clerk	:		Enjoy	your	stay.	

Guest	:		Thank	you.

 And	there’s	a	free	breakfast	from	7 :00	to	9 : 00.
 You	would	like	to	have	a	double	room	for	three	nights.
 Let	me	see	what	we	have.
 I’m	looking	for	a	room	for	two	nights.
 I’d	like	an	ocean	view.
 Remember	to	leave	your	key	at	the	front	desk	when	you	go	out.
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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。

	 Haruki	:		Are	you	ready	to	 leave?	Let’s	go	home	and	eat	our	special	
New	Year’s	food.

	 Sarah	:	Yes.	I	can’t	wait.	Everyone	is	waiting	for	us.

	 Haruki	:		It	will	 rise	 in	 twenty	minutes.	Oh,	 they	 sell	Oshiruko 	 over	
there.	Why	don’t	we	try	some?

	 Sarah	:		Oshiruko?	What’s	that?
	 Haruki	:		It’s	sweet	soup	with	rice	cakes.

	 Haruki	:		Sarah,	look!	The	sun	is	rising.	It’s	wonderful.	
	 Sarah	:		How	 beautiful!	 This	 is	 the	 first	 time	 I’ve	watched	 the	 sun	

rise	over	the	ocean.

	 Sarah	:		It	tastes	good.	This	is	another	kind	of	soup	with	rice	cakes,	
isn’t	it?	

	 Haruki	:		That’s	right.	I’m	glad	you	like	it.

	 Haruki	:		Here	we	are.	What	a	nice	view!
	 Sarah	:		The	sea	 is	beautiful,	and	there’re	no	clouds	 in	 the	sky.	 I’m		

sure	we	can	watch	the	sun	come	up.
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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.	 	I	can’t	go out today	because（  at		  in		  of）the	heat.

ｂ.	 	A	:	May	I	help	you?
B	:	Yes,	I	want	a（  bottle		  cup		  pair）of	shoes.

ｃ.	 	I	will	finish	my	homework	as	soon	as（  correct		  final		  possible）.

ｄ.	 	Today’s	paper（  knows		  says		  thinks）that	there	was	a	fire	
in	this	town.	

ｅ.	 A	:	（  Who		  Which		  Whose）computer	is	this?
B	:	It’s	mine.

　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.	 	I	played	a	video	game	with（  he		  his		  him）yesterday.

ｂ.	 	The	dogs	ran	away	when	they（  see		  saw		  seen）me.

ｃ.	 People（  live		  lived		  living）near	my	house	are	very	kind	to	me.

ｄ.	 	This	garden	is	three	times	as（  large		  larger		  largest）	as	that	
one.

ｅ.	 	Have	you（  make		  made		  making）any	plans	for	this	winter	
holiday	yet?
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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.	 私は父から黒い財布をもらいました。
	 I	（1.	was		2.	a	black	wallet		3.	given）by	my	father.
	 ［  1-2-3　　  1-3-2　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｂ.	 今朝は新聞を読む時間がありませんでした。
	 I	didn’t（1.	time		2.	have		3.	to	read	a	newspaper）this	morning.
	 ［  2-1-3　　  2-3-1　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｃ.	 私の眼鏡がどこにあるのかわかりません。
	 I	don’t	know（1.	my	glasses		2.	are		3.	where）.
	 ［  1-2-3　　  1-3-2　　  2-3-1　　  3-1-2］

ｄ.	 トムとジムの間に座っている女の子はだれですか。
	 Who	is（1.	sitting		2.	between		3.	the	girl）Tom	and	Jim?
	 ［  1-2-3　　  1-3-2　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｅ.	 これはあなたが探している本ですか。
	 Is	this	the	book（1.	are		2.	which		3.	you）looking	for?
	 ［  1-3-2　　  2-1-3　　  2-3-1　　  3-1-2］
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