平成29年度

５

英語「リスニングテスト」放送台本

これから英語の学力検査を始めます。問題用紙と解答用紙に受検番号を書いてください。
（間15秒）１ の問題を見てくだ
さい。問題は放送によるテストで，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの 4 問あります。放送中，問題用紙にメモをとってもかまいません。
それでは，Ａを始めます。Ａは，放送される英文とその英文についての問いを聞いて，それぞれの問いに対する答えとして
適切な絵を選ぶ問題です。問題は，No. 1 からNo. 3 まであります。英文のあとで放送される問いに対する答えとしてふさわし
いものを，アからエの 4 つのうち，一つずつ選んで，記号で書いてください。英文と問いは，それぞれ 2 回放送されます。で
は，始めます。
（間 3 秒）
No. 1

Jane, Maki and Kayo are good friends. Jane is taller than Maki. Maki is taller than Kayo.（間 3 秒）

Question： Which picture shows this?（間 3 秒）
［繰り返し］
（間 5 秒）
No. 2

There is a table in Yoshio’
s room. There are two books and a computer on the table. There is a bag
under the table.（間 3 秒）

Question： Which picture shows this?（間 3 秒）
［繰り返し］
（間 5 秒）
No. 3

I ’
m Betty. Last Sunday, my sister asked me to go shopping in the morning. I said“no”to my
sister because I wanted to play with my dog at the park. But my mother told me to clean my
room, so I did it in the morning. Then, I did my homework in the afternoon.（間 3 秒）

Question： What did Betty do last Sunday morning?（間 3 秒）
［繰り返し］
（間 5 秒）
Ｂに移ります。Ｂは，放送される対話を聞いて，適切な英文を選ぶ問題です。問題は，No. 1 からNo. 4 まであります。それ
ぞれの対話の最後の発言に対して答えるところで，次の音を鳴らします。＜音＞ この音のところで話される言葉としてふさ
わしいものを，アからエの 4 つのうち，一つずつ選んで，記号で書いてください。対話は，それぞれ 2 回放送されます。では，
始めます。
（間 3 秒）
No. 1

Ａ： Wow! Your bag is nice.
Ｂ： Thank you. My sister gave it to me for my birthday last year.
Ａ： When is your birthday?
Ｂ： ＜音＞（間 3 秒）
［繰り返し］
（間 5 秒）

No. 2

Ａ： Hello. May I help you?
Ｂ： Yes. I’
ll have two hamburgers, please.
Ａ： Would you like something to drink?
Ｂ： ＜音＞（間 3 秒）
［繰り返し］
（間 5 秒）

No. 3

Ａ： Excuse me. I want to go to City Hall. How can I get there?
Ｂ： I think you should take a bus.
Ａ： Which bus should I take?
Ｂ： ＜音＞（間 3 秒）
［繰り返し］
（間 5 秒）

No. 4

Ａ： I’
ll meet my sister in Ehime this weekend.
Ｂ： Does she live there?
Ａ： Yes. She has lived there for two years.
Ｂ： What’
s her job?
Ａ： ＜音＞（間 3 秒）
［繰り返し］
（間 5 秒）

Ｃに移ります。Ｃは，放送される対話を聞いて，問題用紙の問いに答える問題です。問題は，No. 1 とNo. 2 があります。そ
れぞれの問いに対する答えとしてふさわしいものを，アからエの 4 つのうち，一つずつ選んで，記号で書いてください。対話
はそれぞれ 2 回放送されます。
まず，No. 1 の問いに目を通してください。
（間 5 秒）では，始めます。
No. 1

Ａ： Hi, Nana. What are you going to do this summer?
Ｂ： Hi, Takashi. I’
m going to visit Kyushu to do sightseeing.
Ａ： Wonderful! Have you ever been there?
Ｂ： No, never. I’
m very excited. How about you, Takashi? What are you going to do this summer?
Ａ： I’
m going to visit Osaka with my sister.
Ｂ： That’
s nice! Will you do sightseeing there?
Ａ： No. My grandmother lives there alone, so we will visit her.
Ｂ： Oh, she will be glad to see you.（間 3 秒）
［繰り返し］
（間 5 秒）

No. 2 の問いに目を通してください。
（間 5 秒）では，始めます。
No. 2

Ａ： Do you know how to use this camera, Mary?
Ｂ： No, I’
m sorry, Ken. I don’
t know how.
Ａ： Do you know who can use it?
Ｂ： Yes. Lisa can. She uses it every day.
Ａ： Really? I’
ll ask her.
Ｂ： Mike also knows how to use it. He sometimes uses it.
Ａ： OK. Thank you.（間 3 秒）
［繰り返し］
（間 5 秒）

Ｄに移ります。Ｄは，放送される英文を聞いて，メモを完成させる問題です。あなたは，新しい外国語指導助手のPaula
先生の自己紹介を聞きながらメモを取っています。メモ用紙のNo. 1 からNo. 5 のそれぞれに当てはまるものを，アからエの 4
つのうち，一つずつ選んで，記号で書いてください。英文は，2 回放送されます。まず，メモに目を通してください。
（間 5 秒）
では，始めます。
Hello, everyone. My name is Paula Smith. I’
m from America. I’
m very happy to meet you and I’
m very excited to
teach you English. Please talk to me in English when you see me. I like swimming and listening to music. Five
years ago, I came to Japan for the first time. I visited a lot of beautiful places in Kyoto and Nara. This is my second
time to come to Japan. Of course, this time I’
ve come to Japan to teach you English with your English teachers.
Also, I want to learn Japanese traditional things. Have you ever seen Kabuki ? I really want to see it. When I was a
child, one Japanese family lived near my house. They were very kind. When they left America, they gave me
beautiful origami flowers. Since then I have been interested in Japan. What are you interested in? Doing sports?
Reading comic books? Show me and tell me about your favorite things in class. In the future, I want to travel
around the world and make many friends. That’
s all. Thank you.
（間 3 秒）
［繰り返し］
（間 5 秒）
以上で放送によるテストを終わります。では，ほかの問題を始めてください。

