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令　和　４　年　度　（　第　69　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 4 年 12 月 18 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.	  chil-dren	  her-self	  rab-bit	  won-der
ｂ.	  a-sleep	  cook-ie	  dou-ble	  hob-by
ｃ.	  fi-nal	  mar-ket	  per-haps	  ti-ger
ｄ.	  bas-ket-ball	  in-ven-tion	  mem-o-ry	  un-der-stand
ｅ.	  cham-pi-on	  fur-ni-ture	  pres-i-dent	  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.	 My	son	was	born	/	on	the	morning	/	of	/	September	5.

ｂ.	 My	father	went	/	to	the	supermarket	/	to	buy	/	some	eggs.

ｃ.	 Tom	waited	for	Kathy	/	to	come	back	/	with	the	engine	/	running.

ｄ.	 What	surprised	me	/	most	/	in	the	U.S.	/	was	the	size	/	of	the	houses.

ｅ.	 Skateboarding	is	/	getting	/	more	and	more	/	popular	/	among	young	

people.

　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	:	Takeshi	is	working	at	a	hotel	in	Tokyo,	right?
　	 Ｂ	:	No.	He’s	been	working	for	an	Indian	restaurant	there	since	last	year.

ｂ.	 Ａ	:	What	did	you	give	to	Sally	as	a	birthday	present?
　	 Ｂ	:	I	gave	her	a	warm	sweater	last	Sunday.

ｃ.	 Ａ	:	I	visited	Tokyo	Tower	last	weekend.	Do	you	know	when	it	was	built?
　	 Ｂ	:	Yes.	I	heard	that	the	tower	was	built	about	65	years	ago.

ｄ.	 Ａ	:	Where	will	the	next	Olympic	Games	be	held?
　	 Ｂ	:	They’ll	be	held	in	2024	in	France.

ｅ.	 Ａ	:	Do	you	know	who	left	this	lunch	box?
　	 Ｂ	:	That	looks	like	Shota’s	lunch	box.
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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	haven’t.
　	  No,	I	won’t.
　	  No,	it	isn’t.

ｂ.	  The	bus	will	come	soon.
　	  It’s	across	the	street.
　	  It	doesn’t	stop	here.

ｃ.	  Yes,	she	is	our	new	teacher.
　	  Yes,	she	is	nice.
　	  Yes,	it’s	Nancy.

ｄ.	  Two	weeks	ago.
　	  Twice	a	week.
　	  At	two	o’clock.

ｅ.	  I	think	it’s	your	favorite	movie.	
　	  I	often	see	movies	at	home.	
	　	  I	like	all	kinds	of	movies.
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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。

ｄ.	  Hiroki	and	Haruka	did.
　	  Hiroki	and	his	father	did.
　	  Haruka	and	her	mother	did.

ａ.	 He	lives 
 in	a	castle.
 in	Canada.
 near	his	high	school.

ｂ.	 She	is	Hiroki’s 
 sister.
 mother.
 classmate.

ｃ.	 They	did	some 
 fishing.
 cooking.
 hunting.

ｅ.	 They	want	to	go 
 fishing.
 sailing.
 jet-skiing.
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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。

Today	is	April	1st.	Don’t	listen	to	your	friends	when	they	say	school’s	
closed	for	a	week.	And	don’t	believe	everything	you	see	on	TV	and	the	
Internet.	It’s	April	Fool’s	Day.

April	 Fool’s	Day	 probably	 began	 in	 the	 1500s	 in	 France	when	New	
Year’s	Day	moved	from	April	1st	to	January	1st.	There	wasn’t	any	TV	or	
Internet	 then,	 so	 some	 people	 didn’t	 know	 about	 this	 change.	 Anyone	
who	still	*1celebrated	New	Year’s	Day	on	April	1st	was	called	a	fool.

Playing	jokes	on	April	1st	became	popular,	and	in	the	1700s,	this	*2spread	
to	England,	*3Scotland,	and	the	USA.	Today,	people	celebrate	April	Fool’s	
Day	in	many	countries.	News	shows	and	Internet	pages	enjoy	the	fun,	too.

A	 British	 TV	 station	 has	 made	 many	 April	 Fool’s	 jokes.	 In	 1980,	
reporters	 said	 that	 Big	 Ben,	 the	 famous	 clock	 in	 London,	 had	 a	 new	
*4digital	face.	Everyone	was	angry	until	the	*5reporters	told	them	it	was	
an	April	Fool’s	joke.

*1celebrate（d）：～を祝う　　*2spread：広まる
*3Scotland：スコットランド　　*4digital：デジタルの
*5reporter（s）：レポーター

b.	 	Some	French	people	didn’t	know		
 how	to	enjoy	New	Year’s	Day.
 that	New	Year’s	Day	had	moved.
 that	April	Fool’s	Day	would	begin.

a.	 Before	the	1500s	in	France,	New	Year’s	Day	was 
 every	day.	
 on	January	1st.
 on	April	1st.
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e.	 	On	April	Fool’s	Day	in	1980,	
 British	people	believed	Big	Ben	had	a	digital	face.
 no	one	believed	the	reporter’s	joke.
 British	people	celebrated	Big	Ben’s	new	birthday.

a.	 Before	the	1500s	in	France,	New	Year’s	Day	was 
 every	day.	
 on	January	1st.
 on	April	1st.

d.	 Now,	April	Fool’s	Day	is	celebrated 
 only	in	France.
 in	a	lot	of	countries.	
 only	on	the	Internet.

c.	 On	April	Fool’s	Day,	people 
 play	jokes.
 don’t	go	to	school.
 watch	TV	all	day.
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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。

Carl	:		Hi,	Jim,	how’s	the	new	car?
Jim	:		Hey	Carl.	I’m	really	happy	with	it.
Carl	:		            ⒜            
Jim	:		Yeah.	I’m	trying	to	help	the	Earth,	you	know?
Carl	:		That’s	great.	            ⒝            
Jim	:		I’ve	only	had	it	for	a	week.
Carl	:		Really?	How	many	kilometers	have	you	driven?
Jim	:		About	150km.
Carl	:		            ⒞            	
Jim	:		Oh,	it	runs	very	well.	            ⒟            
Carl	:		OK,	thanks.	How	much	did	it	cost?
Jim	:		            ⒠            	But	I	made	a	good	buy.	
Carl	:		Hmm…	Maybe	I’ll	get	one	myself.

 I’ll	give	you	a	ride	if	you	want.
 It’s	electric,	isn’t	it?
 It	takes	about	three	hours	to	go	there.
 It	was	expensive.
 How	long	have	you	had	it?
 So,	how	does	it	run?
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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。

	 	Dad	:		We’ve	 skied	 a	 lot.	 I’m	 a	 little	 tired.	 I’ll	 stay	 here	 and	 have	
another	cup	of	coffee.

	 Kate	:		I’ll	 ski	 again.	 I’ll	 be	 back	 in	 half	 an	 hour.	 How	 about	 you,	
Mom?

	 	Dad	:		What	 a	 nice	 day	 today!	The	 sun	 is	 shining	 and	 the	 snow	 is	
perfect	for	skiing.	

	 Kate	:		Yes,	we	can	enjoy	ourselves.	Let’s	get	on	the	ski	lift.

	 Kate	:		Dad,	look	out	of	the	window.	It’s	snowing.
	 	Dad	:		Yes.	Maybe	there’ll	be	plenty	of	snow	for	skiing	tomorrow.	

	 	Dad	:		I	love	going	to	a	hot	spring	after	skiing.
	 Kate	:		Me,	 too.	 I	 feel	 happy	 and	 relaxed.	Why	don’t	we	 come	back	

here	next	year?

	 Kate	:	Look!	Mom	has	fallen	down.	Is	she	OK?
	 	Dad	:		She’s	waving	her	hand	and	smiling.	The	snow	is	so	soft	that	

she’s	all	right.
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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.	 	My	father	got	a	job（  at		  in		  on）the	age	of	18.

ｂ.	 	She	was	in	bed	all	day	because	she	had	a（  cloth		  cold		  coat）.

ｃ.	 	His	phone	is（  beautiful		  bright		  busy）now,	so	please	hold	
the	line.

ｄ.	 	The	red	traffic	light（  gets		  means		  takes）“Stop”.

ｅ.	 Please	turn（  off		  on		  up）the	TV.	I’m	going	to	go	to	sleep.

　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.	 	How	was（  you		  your		  yours）journey	to	Hawaii?

ｂ.	 	Why	did	you（  choose		  chose		  chosen）a	pink	shirt?

ｃ.	 	I	 read	 a	 newspaper	 before（  go	 	  went	 	  going）to	work	
every	day.

ｄ.	 	This	 computer	 is	 three	 times（  fast	 	  faster	 	  fastest）than	
mine.

ｅ.	 	I	 have	 been（  did	 	  done	 	  doing）my	 homework	 since	 this	
morning.
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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先生方が使用しているのですか。
	 Is（1.	by		2.	this	computer		3.	used）teachers?
	 ［  2-1-3　　  2-3-1　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｂ.	 私はその映画がとても面白いと思いました。
	 I（1.	the	movie		2.	very	interesting		3.	found）.
	 ［  1-2-3　　  2-1-3　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｃ.	 ここで写真を撮ることは許可されていません。
	 You’re	not（1.	to		2.	allowed		3.	take	pictures）here.
	 ［  1-3-2　　  2-1-3　　  3-1-2　　  3-2-1］

ｄ.	 あそこでテニスをしている少女は私の妹です。
	 The	girl（1.	playing	tennis		2.	is		3.	who）over	there	is	my	sister.
	 ［  1-2-3　　  2-1-3　　  2-3-1　　  3-2-1］

ｅ.	 彼女は私がクリスマスに何が欲しいのか聞きました。
	 She	asked	me（1.	what		2.	wanted		3.	I）for	Christmas.
	 ［  1-3-2　　  2-1-3　　  3-1-2　　  3-2-1］



100

令　和　４　年　度　（　第　69　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


