
本台 時  間

2番 , 3番の三つあります。こオ1か ら聞き方の問題に入ります。問題用紙の四角で囲まれた 1番を見なさい。問題は 1番 ,

最初は 1番の問題です。問題は(1)か ら(5)ま で五つあります。それぞれの短い対話を聞いて,最後の発言に対する相手の受け答えとして最も適切

なものをア,イ .ウ .工のうちから一つ選びなさい。対話は 2回ずつ言います。

以下同じ。斜宇体で表記された部分は読まない。〔注〕 11)は カッコイチと読む。では始めます。

(1)の 問題です。 ■f You arc a go()d dancer.

お,′ l｀hank you. I tal(e a clance class evcrvヽ rヽedllesday

(約 5秒おいて繰り返す。)(ポ ーズ約 5秒 )Af 「ヽhen did yoti stat・ t itP

(1 番)

約 3分

(2)の 問題です。 ル What arc you going to do today?

Br l'11l gOing to play table tellnis at school a1l day

Ar′「 hen,drink cnough water for yotlr bo〔 ly、 (約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約 5秒 )

i3}の 問題です。 ■「Hi,Satoshi Y(■ lr l｀ sl青t looks rcally nice

おr Tllallk you、

ノ4」 Vヽhcl‐ (:(lid yOll l〕 Lly it? (約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約 5秒 )

4り の問題です。 Ar Do you often colnc to this shop?

お「Yes. l often comc hcre to blly solne lood.

=4 RcalyP ヽヽ
ア1lat's your favorite food at this shOpP (約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約5秒 )

(5)の 問題です。 た Go(xi n10rniFlg,Atsushi.You look happy.What happellccl?

おfl｀ h(:ド OcCCr tea11l l stlpp01・ t、″on the ganle ycsterday!

ル Tllat's goⅨI Did you go to thc stactium to watch the ganle7        (約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約 5秒 )

次は 2番の問題ですc問題は(1)と 12)の 二つあります。英語の対話とその内容についての質問を聞いて,それぞれの質問の答えとして,最 も適切

なも2~lを ア,イ ,ウ ,工のうちから一つ選びなさい。質問は問題ごとに①,②の二つずつあります。対話と質問は 2回ずつ言います。

で|ま 始めます。              〔注)(1)はカッコイチ,①はマルイチと読む。以下同じ。斜字体で表記された部分は読まない。

111の 問題です。  νttιf Motller,October 5th is「 ather's bil■ 1ldav and he will be 45,Hght?

ル′oJん
`γ

「Yes,ハ /1ikc. It's next Thursday.

ル′J力
`」

Lct's have a birthday party for lllln next wcck.

Mο′力
`/f Yes,bllt lle is busy frolll 1/1ollday to Friday. L£

t's do it()n Saturday or Sunday

Mi々ι「l agrec,but l hav(l a Jal)alles(1(11・ t‖ ll ClaSs()n Satur(lay. 5o、 Sunday ls better for ine.

νθrヵ ′メloK. I want lo buy llinl a pl・ esent lttst year,I bollght hilll a waHet. Do you have any ideasP

/1rル′「How about a bagP

iイοルF′
′f His bag is st‖ i ncw.

Miた
`」

ヽヽreH′ .. I heal・ this、 villtel‐ 、vill be vel・ y cold. IIo、 ′abotit a coat?

M()′ llι″f卜Jice iclca. 1´ ct's go to O departlllcnt store and filld a good coat tonlolTow.

Mtlιιrヽ rヽhy 1lotP SOullds great.

①の質問です。  When win Mlく e and his nlother ilave the birtllday party'         (ポ ーズ約 3秒 )

②の質問です。  What wm thcv do tOmorK)w?                      (約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約 5秒 )

(2 番)

約 5分

(2)の 問題です。  Bガα2f Excusc mc,Ms.Tanalく a Where is the libraり P

胎  Tα″α力αr I11, Brian 
′

「
he library is ncxt to thc cO11lputcr roOnl. It is largc,so yoll can filld it caslly.

お″ノα
"「

1｀1lank you  IIく 1lo、v the conlputer l・rDolll l)ecausc l tised it yesterday.

M、 ra″αヵα「、Vhy(lo yoti、vant to go tO the library?

β″α,2「 Because l want to talk with Ms.Kato. I'vc heard she is in tllc libral‐ vn()w.
prs・  TrJ"αたこ「Oll, shc is l10t in thc lil)raly no、 v  She is ill a rooln bet、veen the tcachers' roonl and the nurse's ofFicc.  She is

talkillg with hel‐ students abotlt thc school festival there.

お/グα″「1｀1lallk you very inuch  I'Il gO there l wallt ller to check nly spetSch

lイs Ta′ 2α力αf Oh,rcaHy? Vヽhcn will yotl lllake y()Lir speech?

お/Jα″f TOnlorl‐owI I llave to do it in iny class in」 apanesc!

ハ公.TrJπ rr力 α「Wow. It's ilnpol‐ tant foF yOu tO dO yOur best! You can do it.

①の質問です。  Where can BHan see Ms Kato7                    (ポ ーズ約3秒 )

②の質Flです。  Why iS Brhn lookng fOr Ms KatoP                   (約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約5秒 )

次は 3番の問題です。あなたは外国で電車に乗つています。車内放送を聞いて,メ モを完成させなさい。英文は 2回 言います。

では始めます。

Goo〔 l aftcl‐ 1loo■ . 1｀his is thc tl‐ ain for Art ⅣIuseulll. Vヽe will stop at Stone River,01(l Bridgc・ .ⅣI∞1l Lakc and Art Ⅳluseunl We wiH stOp

at St()ne River at 2:45,C)ld 13ricige at 2158,an(1ヽ 40o■ 1´ake at 3:20. Vヽe will arri12・ e at Art Nlttsetinl at 3:35,and it's the last stOp. If you wallt

tO gO t()National Park, pl()asc change trains at 01(l Bridge.  Thc tra11l fOr NationaI Pそ trk will leave at 3:12.  Yoti can buy newspapers,

illagazines, an(l solnethi:〕 g to cat and drink()n car No. 3. If yot: 、vant to talk on your phone, please don't usc it in your seat  FTonl Stone

Rivcr tO M00n I´ ake, the d00rs on the lcft side、 vill open. At Al‐ t 卜luseunl, thc doors on tlle l‐ ight side、 vlll ol)en. The next stop is Stonc

R市cr Thank v()t:.

(約 5秒おいて)繰 り返 します。 (1回 目のみ) (ポーズ約10秒)

(3 番)

約 3分

英'語  問  題 巨ヨ〔聞き方〕
〔注意〕1 問題を読む速さなどについては,台本の指示によること。

2 台本は H分程度で読み終わること。ただし,騒 音などで支障のある場合には,臨機の処置を取り,他の組との公平を失しないようにすること。

3 問題は受検者全員によく聞こえるように読むこと。その際,監督者の一人は教室の後ろにいて確認すること。

4 台本を読むテスターの位置は,正面黒板の中央すく
゛
前とすること。

(平 30)

◇M8(698-53)


