
本台 時  間

2番 , 3番の三つあります。これ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(3)ま で二つあります。英語の対話とその内容についての質問を聞いて,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。対話と質問は 2回ずつ言います。

以下同じ。斜字体で表記された部分は読まない。〔注〕 (1)はカッコイチと読む。では始めます。

(1)の 問題です。  A11l go to the sea wlh llly falnHy to11lorrow.

「tolllol‐rowB:Sounds nice. It is railling hard now,but the news says it、 vill be cloudッ

ス:Oh,really? I hope it will be sunny

(約 5秒おいて繰 り返す。)(ポーズ約 5秒 )質問です。    o What dOes tlle news say about tomorrow's weatherP (1 番)

約 3分
(2)の 問題です。  A Tom,I found your watch under youl‐ l〕ed

B:Thank you,A/1otller.Where is it nowP

ノ4:It's on your desk.

質問です。    o Where did Tol■ 'sl■Other ind his watch? (約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約 5秒 )

(3)の 問題です。  A Excuse me.I want to buy a present for my sister.

3:How about these donsP The large dolls are 28 dollars and the sillall dons are lo donars

ン4:I have only 20 d01lars. A/1y sister will lllく e this one、 vith a hat  I'1l take this

質問です。    c:Which doH wll the wolnan buy for ller dsterP             (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。問題は(1)と (2)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,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。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。

では始めます。              〔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。

(1)の 問題です。 νルα:Hi,Peter What are you reading?

P′セ/:Hi,Mika.I alll l‐eading the travel magazine abotlt tllis city Next week,my pal‐ ents will collle to Japall,so l a111

looking for places to go with thelll

ハイグカα:「Fhat's nice ヽヽ「hat are they interested in?

Pcrθ夕́:171reH,they are interested in the histolry and Culture of Japan

ハイが力α:Have you visited the old castle? It's velry fanlous.

P2′ι″:Yes,we have visited it before.

■イグルα:Tllen、 how about the city llluseulll? You can see lllany llistorical thillgs there and yoti can also wear knlonos  A lot

of people frolll other Countl・ ies ellioy taking pictures of thelnselves.

Pι′ι,■ VヽOw,that's intel‐ esting. Vヽe will go to the llluseulll. Thank you very llluch.

ハクカα:You're welcollle

①の質問です。 What is Peter bokng fOrP                        (ポ ーズ約 3秒 )

②の質問です。 Where wnl Peter and 1ls parents goP                   (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。 4g″たExcuse nle,are you worlKing here?

B,・グα
":Yes,I'1■

Bl・ian.This is the lnforlllation Desk Ⅳlay 1 1lelp youP

4gル′10h,yes. 1 lost nly、 vanet in this park l went tO the gift shop and found that l didn't llave iny waHet.

B,´ グα′?:Will you ten ille where you went today?

′gル・′:First,I visited the English Garden Next,I had lunch at the restaurant near the JapaneSe Garden.

B,´ グαπ:OK.Alld..?

ス gが ,´たWell.…   Then,I went to the stage to see a show During the show,I ellioyed dancillg with the dancel・ s They
taught llle ho、vto dance lt、vas fun l got very thirsty,so I、 vent to the restaurant.

B″グα夕,:And you bought sOnletlling to drink thel・ e.

スgル′′:Yes! I had a glass Of ol・ange juice befol・ e l visited the gift shol). I'11l sure iny wallet is at the restaurant

Iレイα
":You nlean tlle l・

estaurant near the Japanese Garden,right?

ス gグ ,´′:No,no lt's llear the coffee shop

B″た,2:OK ヽヽrait a nlinute.I'1l call the restal11‐ ant.

4gが ,´ムTllank you,Bl‐ ian

①の質問です。 How did the gh‐ l get tO the gift shopP                   (ポ ーズ約 3秒 )

②の質問です。 What will BHan do nextP                         (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。あなたは英語で学校新聞を作るために,サ ッカー部のキャプテンであるジョン(John)に インタビューをしています。そ

のインタビューを聞いて,英語で書いた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。

′%r′ γυグιttυ c2,′ :J01ln,you had a wondel‐ ful ganle yesterday.

ノθ/2η :Thank you

r,2′′γυグιιυιγ:ヽ
～
re are happy to hear that you won the gallle ヽヽ「hat was tlle point?

ノο力′ι:Teanlwork! I believe tealnwol‐ k is very i11lpol・ tant in soccer Evelry Friday we had a llleeting after pl‐ actice,so we

could understand each other better. That illade our tealll、 /ork stl‐ onger  An inlportallt lllenlber of our tealn, Ken,

broke llis leg and couldn't play ill the ganle  Before the gallle stal‐ted,we told Ken that we would win. Dul・ ing the

ganle,we cotlld llear his voice clearly,and、 ve felt we played the gal■ e、vith hilll. His voice suppol・ ted us a lot  Vヽe

never gave up and finally we won! ヽヽre said to Ken, “Tllallk you so llluch for yoLlr help.'' I learned an the inelllbers

of our tealll are needed.

(約 5秒おいて)繰 り返します。 (1回 目のみ)                               (ポ ーズ約 5秒 )

(3 番)

約 3分

英  語  問  題 巨∃〔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。
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