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は し が き

　実用英語技能検定試験（英検）は、文部科学省認定の英語能力試験で、
1963年に初めて実施され、現在年 3回実施されています。年間約 265万
人が受験し、TOEICや TOEFLなどと共に日本において広く受け入れら
れた英語能力試験です。大学や短大などでも、近年単位認定の要件とし
て認めているところが増え、より多くの学生が受験しています。

　この英検も、時代の変遷に合わせ出題形式や内容の改訂が行われてき
ました。2004年度には二次面接試験の内容が改訂され、翌 2005年度に
は二次面接試験カードの枚数など、受験方法の一部が改訂されています。
2016年度より、全級の 4技能化に向け、英検 2級試験においても、語句
整序問題の代わりに、ライティングテストが導入されました。リーディ
ングの長文の空所補充問題においても、1級・準 1級のように、空所に
あてはまるものを複数の語句からなる選択肢から選ぶ形式となり、問題
数も 8問から 6問に削減されました。

　本書は、このように改訂された英検 2級の最新の問題内容・形式に則
して作成されており、英検 2級の問題に慣れ、英検 2級の試験に合格で
きる英語力をつけることを目指した内容になっています。

　本書を十分活用することで実力をつけ、英検 2級に合格するだけでな
く、英検 2級レベルが目指している日常生活や職場に必要な英語を理解
し、英語で表現できる力を身に付けて頂けることを願っています。

　最後に本書の刊行にあたり、ご尽力を賜りました金星堂のスタッフの
皆さまに、著者一同より心から感謝申し上げます。

 2017年 3月
 著者一同
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英検2級問題の基礎知識と本書の構成
―― 2016 年度最新問題形式対応―― 

I．英検 2級問題の構成と配点

　英検 2級の問題は、一次試験と二次試験から成り立っています。一次試験
は、筆記試験（39 問 85 分）とリスニングテスト（30 問約 25 分）の計 69 問
約 110 分の問題で構成されています。一次試験に合格した人は約 1ヶ月後に
行われる二次試験を受験することができます。この二次試験は面接試験（約
7分）で、イラストと英文をもとに、英文の音読の後、英語で質問に答えた
り自分の意見を述べたりする形式となっています。

  〈一次試験出題形式〉
　筆記試験

問題番号 出題形式 問題数

1 短文の語句空所補充 20問

2A 長文の語句空所補充  3問

2B 長文の語句空所補充  3問

3A 長文の内容一致選択（Eメール）  3問

3B 長文の内容一致選択（説明文）  4問

3C 長文の内容一致選択（説明文）  5問

4
ライティング

英作文  1問

問題数39問　試験時間85分

　リスニングテスト

セクション 出題形式 問題数

第1部 会話の内容一致選択 15問

第2部 文の内容一致選択 15問

問題数30問　試験時間約25分
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  〈二次試験（面接試験）手順〉
　1．入室
　2．名前と受験級の確認後、簡単な挨拶
　3．パッセージ（英文）の黙読（20秒）
　4．パッセージ（英文）の音読
　5．質問応答
　　　No. 1　パッセージ（英文）についての質問
　　　No. 2　  イラスト（言い出しの英文が付いた3コマ）の展開説明 

準備時間（20秒）
　　　No. 3　ある事象・意見についての賛否表明・理由説明
　　　No. 4　  日常生活の一般的な事柄に関する受験者自身の 

意見など（ペア・クエスチョン）
　6．退出

　この面接試験は入室から退出まですべて英語で行なわれ、入室から退出までの
受験者の「アティチュード（コミュニケーションを図ろうとする意欲や態度）」を
含めて総合的に判定されます。
　詳しくは、本書の Section IV の二次面接試験の最初に掲載したサンプル問題お
よび質問と解答例を参照してください。

II．本書の構成

　本書は、大きく以下の 4つのセクションから構成されています。Section  
I ～ III は一次試験に、Section IV は二次試験に対応しています。

  〈Section I〉
　Section I のミニテストは、実際の一次試験問題の約半分の量から成り立っ
ており、試験時間は、筆記試験 43 分、リスニングテスト 12 分の計 55 分です。
そのため、学期の最初の授業時間内に解いて、自分の現在の実力を把握する
とともに、実際の問題形式に慣れることが出来るようになっています。

  〈Section II〉
　Section II は 8 つのレッスンから成り立っています。各レッスンは、実際の
一次試験問題の各パート（　1　短文の語句空所補充問題、　2　長文の語句空
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所補充問題、　3　長文の内容一致選択問題、　4　ライティング問題、リスニ
ングテスト第 1部と第 2部）から片寄ることなく万遍なく組み合わせて作成
されています。そのため、1回の授業で 1レッスンずつ進める内容となって
います。

  〈Section III〉
　Section III の模擬テストは、実際の一次試験問題と同じ形式と問題数で構
成されています。すなわち、筆記試験（39 問 85 分）、リスニングテスト（30
問約 25 分）の計 69 問を約 110 分で解答する内容となっています。Section II
までで培った実力を十分発揮し、実際に時間を測って挑戦してみてください。
その際、巻末に綴じ込んである解答用紙を利用することも出来ます。

  〈Section IV〉
　Section IV には、二次面接試験の問題が 4種類（サンプルカードおよびカー
ドA, B, C）掲載されています。最初のサンプルカードで実際の面接試験の形
式に慣れ、実際に次の 3つのカード（A, B, C）を使って英語による面接試験
にチャレンジしてみましょう。A, B, C の 3 種類を用意しました。最新の二次
面接試験形式に慣れ、二次試験に合格できるよう工夫がなされています。

　また、全てのリスニング問題と二次面接試験の音読サンプルと解答例は、音
声ファイルをウェブサイトから無料でダウンロードすることができます。自宅
などでもスマートフォンや PCで再生して何度も聞き直し、リスニング力を向
上させるだけでなく、音読練習や英語による面接練習にも大いに役立てて下さ
い。ダウンロード方法については、本書巻頭の「音声ファイル無料ダウンロー
ド」の説明を確認して下さい。
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■ Lesson 2 ■

1
次の (1)から (10)までの ( )に入れるのに最も適切なものを
1, 2, 3, 4の中から一つ選び，その番号を解答用紙の所定欄にマークしな
さい。

(1)  Air ( ) is a serious problem in many countries because there is so 
much exhaust from cars and factories.

 1  damage 2  filth 3  pollution 4  spoilage

(2)  The umpires decided that the baseball game would be ( ) on 
account of heavy rain.

 1  called down 2  called off 3  taken down 4  taken off

(3) A :  What do you think about Jenny’s new boyfriend?
    B :   I’m afraid his fashion sense is hopelessly ( ).

 1  in a sense 2  on the spot 3  to the point 4  out of date

(4)  Jane has an excellent ( ) toward studying in a foreign country.  
She is trying to learn everything about the culture before she goes.

 1  attitude 2  manner 3  posture 4  situation

(5)  It is so difficult to ( ) the answer to this mathematics problem 
that even many scholars have tried to solve it and failed.

 1  call out 2  figure out 3  give out 4  take out
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(6) A :  You always pay for me.  How about letting me pay this time?
     B :  No, no.  Let’s ( ) the bill.

 1  tip 2  forget 3  part 4  split

(7)  Dogs, when ( ) carefully, become faithful friends.  That is why 
many senior citizens keep dogs at home.

 1  train 2  training 3  trained 4  will train

(8)  ( ) the people living in that village contracted an unknown 
disease and died within a few days.

 1  Most all 2  Almost 3  Almost all 4  Almost of all

(9) A :   Sachiko, ( ) free to have a look at these books to help you with 
your report.

     B :  Thank you, Professor Maher. I really appreciate it.
 1  feel 2  have 3  take 4  think

(10) A :   This is Yoshihiro Ito of Central University. Could I speak to 
Mr. Campbell?

     B :  ( ) a minute, please.
 1  Go on 2  Hold on 3  Hang up 4  Pick up
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3
次の英文の内容に関して，(11)から (13)までの質問に対して 最も適切な
もの，または文を完成させるのに最も適切なものを 1, 2, 3, 4の中から
一つ選び，その番号を解答用紙の所定欄にマークしなさい。

From: Molly Collins <mcollins@greatmail.com>
To: Explorer Airlines <info@explorerair.com>
Date: May 31
Subject: Customer Service Complaint
 
Dear Sir or Madam,

I have been flying with your airline for over five years now. I have always 
been impressed with the service your company provides to its customers. 
However, on my most recent flight, I was very disappointed with one of 
your flight attendants. His name is Brett York.

My complaint about Mr. York has to do with the meal. I had ordered a spe-
cial meal from your website in advance. My doctor has me on a strict diet, 
so I am unable to eat the meals that your airline normally serves. When 
I did not receive the meal I had ordered, I asked Mr. York about it. He told 
me that there were no special meals available and that I would have to 
take a regular meal. The way he spoke to me was very rude. I spoke with 
another flight attendant, and she was able to provide me with the meal 
I had ordered.

I sincerely hope that your company will have Mr. York go through further 
training. If this were my first flight with your airline, I would never fly with 
you again. However, I know what excellent customer service most of your 
employees provide. I do look forward to flying with you again in the future.

Sincerely,
Molly Collins

A
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(11) What is one thing we learn about Molly Collins?
     1  She has to be careful about what she eats.
     2  She doesn’t fly very often.
     3  She is traveling to see her doctor.
     4  She works as a customer service consultant.

(12) Molly Collins was not happy about
     1  the customer service over the past five years.
     2  the diet that her doctor has her eating.
     3  the quality of the food she was served.
     4  how she was treated by a flight attendant.

(13) What is one thing Molly Collins asks the airline to do?
     1  Transfer Mr. York to another airline.
     2  Improve the meals served by Mr. York.
     3  Have Mr. York learn how to improve his customer service.
     4  Provide a special meal to Mr. York.
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4 ライティング

⚫ 以下の TOPICについて，あなたの意見とその理由を2つ書きなさい。
⚫ POINTSは理由を書く際の参考となる観点を示したものです。ただし，これら以
外の観点から理由を書いてもかまいません。

⚫ 語数の目安は80語～100語です。
⚫ 解答は，解答用紙の裏面にあるライティング解答欄（参考：p. 82）に書きなさい。
なお，解答欄の外に書かれたものは採点されません。

⚫ 解答が TOPICに示された問いの答えになっていない場合や，TOPICからずれて
いると判断された場合は，0点と採点されることがあります。  TOPICの内容をよ
く読んでから答えてください。

TOPIC
These days, more and more people get married later in life. Do you think this trend 
will continue in the future?

POINTS
･ Cost
･ Education
･ Freedom
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Listening Test

このリスニングテストには，第1部と第2部があります。
　★英文はすべて一度しか読まれません。
　　第1部……  対話を聞き，その質問に対して最も適切なものを 1, 2, 3, 4の中か

ら一つ選びなさい。
　　第2部……  英文を聞き，その質問に対して最も適切なものを 1, 2, 3, 4の中か

ら一つ選びなさい。

第 1部 20, 21 

No. 1  1  At 1 P.M.
       2  At 2 P.M.
       3  At 3 P.M.
       4  At 5 P.M.

No. 2  1  He is Brad’s teacher.
       2  He is Brad’s boss.
       3  He is Brad’s chemist.
       4  He is Brad’s doctor.

第 2部 22, 23 

No. 3  1  He closed the shop.
       2  He saw a movie.
       3  He ate lunch alone.
       4  He got some ice cream.

No. 4  1  She didn’t have to work.
       2  She serviced the computer network.
       3  She answered a lot of telephone calls.
       4  She complained about the company’s service.

20 21

22 23


