平成30年度

英語リスニングテスト台本
［注］（

）内は音声として入れない。

ただ今からリスニングテストを始めます。解答用紙を準備し，問題用紙の１ページを開いてくだ
さい。（間５秒）
問題は（1）から（4）
までです。聞きながらメモをとってもかまいません。
（間２秒）
（1）
を始めます。問題は２つです。二人の会話とそれについての質問を聞いて，答えとして最も
適切な絵を，それぞれア，イ，ウ，エから１つずつ選んで記号を書きなさい。会話と質問は通して
２回ずつ言います。では始めます。
① （A 女）
：What did you do yesterday, Tom?
（B 男）
：I went fishing. How about you, Emi?
（A 女）
：I played tennis with my friend.（間２秒）
Question :

What did Emi do yesterday?（間２秒）繰り返します。
（間３秒）

② （A 女）
：One hamburger and one salad, please.
（B 男）
：OK. Would you like anything to drink?
（A 女）
：Yes. One orange juice, please.（間２秒）
Question :

What is the girl going to have?（間２秒）繰り返します。
（間５秒）

（2）
に移ります。問題は３つです。二人の会話を聞いて，それぞれの会話の最後の文に対する応
答として最も適切なものを，それぞれア，イ，ウ，エから１つずつ選んで記号を書きなさい。会話
は２回ずつ言います。では始めます。
① （A 女）
：Do you know the new restaurant near the bookstore?
（B 男）
：Yes. I went there with my family.
（A 女）
：Really? How was it?（間２秒）繰り返します。
（間３秒）
② （A 女）
：My fatherʼs birthday is next Tuesday.
（B 男）
：Have you bought a present for him yet?
（A 女）
：No, I havenʼt. Will you go shopping with me to buy a present for him?
（間２秒）繰り返します。
（間３秒）
③ （電話の音）
（A 女）
：Hello.
（B 男）
：Hello. This is Robert. May I speak to John, please?
（A 女）
：Iʼm sorry, but he isnʼt at home right now.（間２秒）繰り返します。
（間５秒）

（3）
に移ります。ＡＬＴのエイミー
（Amy）
先生による昼の校内放送の一部を聞いて，質問に答え
る問題です。放送の後で，３つの質問をします。答えとして最も適切なものを，それぞれア，イ，
ウ，エから１つずつ選んで記号を書きなさい。エイミー先生による放送と３つの質問は通して２
回言います。では始めます。
Hello, everyone. Today is May eighth. Letʼs start the Monday News.
The first news is about our volleyball team. They won first prize in the city tournament last
week. Many students and teachers from our school went to watch the tournament.
Our team is going to have another tournament in Tokyo next month. It is ver y important
for them.
This week, they will practice from Tuesday to Friday.（間３秒）
Questions :

① Who went to watch the volleyball tournament from this school?（間５秒）
② When is the volleyball team going to have another tournament?（間５秒）
③ How many days will they practice this week?（間５秒）繰り返します。
（間５秒）

（4）に移ります。中学生の理恵（Rie）と留学生のサム
（Sam）が，合唱コンクールについて会話を
しています。内容を聞いて，①から③の空欄に入る最も適切なものを，それぞれア，イ，ウ，エ
から１つずつ選んで記号を書きなさい。また，
［問い］
に対する答えとなるように，［答え］の下線
部に５語以上の英語を書きなさい。理恵とサムの会話は２回言います。はじめに30秒間，表と問
題に目を通しなさい。
（間30秒）では始めます。
（Rie ）:
（Sam ）:
（Rie ）:
（Sam ）:
（Rie ）:

Good morning, Sam. We will have the chorus contest tomorrow. Are you ready?
Yes, I am.
Iʼm a little nervous because our class will sing first in the contest.
I know. My class will sing just after your class.
Yesterday, in music class, our music teacher said, You are all getting better.
And today, we will practice in our classroom at four after school. I hope we can sing
better.
（Sam ）: I see. We have music class in the morning today, so we can practice there.
（Rie ）: Is it dif ficult for you to sing Japanese songs?
（Sam ）: No. I listen to them every day. So I can learn them very quickly. Now, I really like
to sing them with my classmates.
（Rie ）: OK. Letʼs enjoy our contest tomorrow.（間15秒）繰り返します。
（間15秒）
これでリスニングテストを終わります。次の問題に移ってください。

