
英  語  問  題 □   〔聞き方〕

〔注意〕l 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 11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,正面黒板の中央すぐ前とすること。

(平 25)

本ム
ロ

時  間

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, 2番, 3番の三つあります。

最初は 1番の問題です。問題は(1)か ら(4)ま で四つあります。各場面での短い英文を聞いて,そ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。英文は 2回ずつ言います。

〔注〕 (1)は カッコイチと読む。以下同じ。

では始めます。

(1)の 問題です。  Goocl afternoon,everyone What day is it today?
(約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約 5秒 )

(1 番)

約 2分(2)の 問題です。 Would you likc some watcrP
(約 5秒おいて繰り返す。)(ポ ーズ約5秒 )

{3)の 問題です。 Letゝ listcn to her ncw song logether

(約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約 5秒 )

{4)の 問題です。 Fathcr,tis ca nlcra doesn't work Pleasc tell me whatto do
(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)か ら(3)ま で三つあります。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。

〔注〕 (11ま 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人物を表す箇所は読まない。

では始めます。

(1)の 問題です。 Mα tt Hi,Yuta Did you buy anythingP
l´″′α:Yes  l bought a present for my brother How al)otlt you,1/1aryP

Ifα ィタ Vヽcll,I、 vant to l)、ly a present for lany sister itl Allterica l want to blly a cap or a cup here What do yotl thinkP

y″′ιf Both are good  Oh,look at those ctlps over therel They are interesting

ilイαη:ヽVow! κα″′iS Writen Vヽell,docs this lllean“ loveマ

1´″′ク:No,it ineans“ tlreanl" It looks nice

Mα″夕ll thillk so too  l'111)uy this cup lDCCauSe shc likes tea
ylr′α:That's a good irlea

①の質問です。 Did Yuta buy a prcscnt for his brother?

②の質問です。 Whch present wil Mary buyP

(ポーズ約3秒 )

(約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約5秒 )

(2 番)

約 6分

(2)の 問題です。 Fα′力
“
:́Aya,it's almost noon Let's eat lunch How about going to a Chinese restaurant?

均 α:SOrry Fatller 1/1y l■ othl‐ r took nle to a Chinese restaurant last Sunclay

ごヽ ′″′′′iV「 hatP I didn｀ l know that  ヽヽrell   ,hO、 v about Korcan foodP

ゎ α:Korean foodP I ate Kol‐ eall food with llly grandlllother for lunch ycsterday

Fα′力σγ:Really?Tllen,how about JapaneSe fOodP

41α:Father,I will cook Japanesc fOod for lunch today  Let.s eat togcther at honle

Ss′力́″10K  lll cll, I want to have a lDirthday party for your sister、 vith ottr falnily  Shall、 ve go to a French restaurant next

inonthP

ヵ α10K Let's do that

①の質問です。 Who took Aya to a restaurant last SundayP                (ポ
~ズ約3秒 )

②の質問です。 What will Ava and hcr father eat for lunch todayP             (約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約5秒 )

(3)の 問題です。 χ″グカο:Hi,Mike Wけ are you looking at your watchP

Jヽ′j力θ:Hi,Mariko l want to cali nly sister in Londoll today Now、 it'sl

Mα″′l・
・ο:Tllen,it's not good for you to call her no、v You haveto wait

]fiた f́I'1l call her fivc hours latcr l called her last night but she didn't ansヽ Ver

nc″ブヵ。.oh,yottr sister is workingI Where does she、 vol kP

Miたσi Shc is、vorking at a l‐ estaurant in a hotel  But in thc futurc, she really wants to work at

about you、 ⅣIariko? Aヽrhat do yo■ l、vant to do in the future?

漁α′イカοil want to teach English at a school And youP

Jヽ√′々θ:I、vant to teach JapanCSe in London  So l have to study Japallese hald

00 p nl here in Japan,SO it's4:00 a lln ill Lollclon

MaylDe She Was worll11lg at that tin,c

a conlpany in Japan HOW

(ポーズ約3秒 )

(約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約5秒 )

①の質問です
②の質問です

V「 hat time in Japan Will 14ike call his sisterP

1ヽ「 here does ⅣIariko、vant to、 vork in the futureP

次は 3番の問題です。オーストラリアに留学している中学生の政雄 (ま さお)は、明日の校外活動についてリサ先生と話をしました。そのときに

政雄がとつたメモを完成させなさい。対話は 2回言います。
〔注〕 斜字体で表記された人物を表す箇所は読まない。

では始めます。

ιおαi Vrc arc going to go to the Sydney Park tonlorrow lt is vely fanlotls for its cherly blossolns

Masιοi Chcrry lDlosson,sP Do yotl have chelry trees in your countryP

ιおα:Oh,yes Thcy、 vere sent to lny countly froln Japan alDOut One huntlred ycars ago  Thcre arc fifty chel‐ ry trees in the park and each

trec has the naine of a Japanese city

ノ}fα sαο:That's intel esting Vヽell,what are we going to do thele?

ιおα:ヽ「ヽc will clean alol11ld the lake ill thc park Aftci that,we will eat ltlnch undcl the cherry trees

造ss′ο:I see ハヽ/1)at are we going lo do in the aftcrnoonP

L,s″ I There is a tower ill the palk ヽヽ「e will go up thc tower  Vヽe call see the beautiful sea fronl the tower on sunny days  l hopc it、 vill bc

sul,ny tonlorro、 v

縄ist/ο,I hopc so too Aヽrell.、vhat`tre、vc going lo tlo if it raillsP

Lおα,WVc、 vill go to the science 11]useunl ill the palk antl we will learn about space

■′αs′ο:OK パ`rcll,wllat tinle shotild l conle to school tonnol■ owP

Lおαr Please collle 10 0ur school at eight

nssαο:All right Thank you ve17 111uch
(ポーズ約 10秒 )

(約 5秒おいて)繰 り返 します。 (1回 目のみ)

(3 番)

約 3分

◇MS(176 53)


