
本台 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
,

最初は 1番の問題です。問題は11)か ら(5)ま で五つあります。各場面での短い英文を聞いて,1 2番
, 3番の三つあります。

工のうちから一つ選びなさい。英文は 2回ずつ                     
その受け答えとして最も適切なものをア.イ ,ウ

言います。

〔注〕 (11ま カッコィチと読む。以下同じ。
では始めます。

(1)の 問題です。 What's the date tOdayP

(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。 Did you ind an interesing bookP

(約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約 5秒 )

13)の 問題です。 Finish your homewOrk irst befOre you go out

(約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約5秒 )

(41の 問題です。 What tillle wll the ncxt train comeP

(約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約 5秒 )

(5)の 問題です。 I want to buy solne flowers for llly mother

(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,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〕 (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。

では始めます。

(1)の 問題です。 4カ 7/・ οH=Jason,10ok at this graph

√αSο″Hi,Akko M「 hat dOes it showP

4カ′たOf Tl■is graph shows the fOur favorite sutteCtS in iny class The mOst popular subect iS English and l lile English tlne

best too Which subect do you like the bcst alllong English,science,■ lath,and musicP

ノαSοだ I like math tlle best ln my ciass in Australia,I think most boys like nlath

スカメカθ:I see  Many boys and giris in laly class like singing very nluch  4ヽusic is more popular than math and math is more

popular than science

ノαSο″:Oh,reallyP I dOnt like music vew much but l like science Do vOu like science?

スカlA・ οi Solry,I don't like it

①の算間です。 Whた h su荀 eCt dOes Jason hke the bestP                  (ポ ーズ約 3秒 )

②の質問です。 Which is st‐lcnCC in the graphP                      (約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約 5秒 )

(2 番)

約 5分
(2)の FrD題です。  ■′″α″I Excuse me Vヽhere is a bookstore or a conveniellce stole? I want to buy an English map of this city

■
`υ

ο/11α″:Do yOu want an English mapP Oh,you call get one at tlne city hall

五″α″:ReallyP That's good COulci you tell llle the way to thc city hall?
‐l″ο″α71i Sllre Go down this strect and tuln right at thc restaurant

ス′″αlli So,turn light at that restatlrant ncxt to the flo、 ver shop over there ls that OKP

A″ο″α71,No There are two restaurants on this street  Go down the strcct and you will find a lllusic shop The second

restaurant is in front of it

4″α″:Isee So,turn rignt at the restaurant in front of the lonusic shop
―l"Ottα ″f Yes You wili see the city ha1l on your right You can't lDniss it

И
“
α″10K ThankyOu

■ lt ο″α′′:Yoll are welcome

①の質問です。 What does the man want to getP                     (ポ ーズ約 3秒 )

②の質問です。 Whereお the c■y ha1 0n the mapP                    (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。中学校の美菜子 (み なこ)先生は,海外の中学校のロバート先生 (Robert)と 英語の授業中にインターネットを通して話を

しました。二人の先生の対話を聞いてヮークシートを完成させなさい。対話は 2回言います。

では始めます。                              〔注〕 斜字体で表記された部分は読まない。
Rοわθ″′:Hi,everyonc I'nl Robert  I'In talkng to you froln lnly school in Canada

Mi″α力ο:Hi,Robert  lt's nice to see you Today,I、 vant to hear abOut your school and you  Filst,ho、 v big is your school?

Rοιθ″′f There are about l,400 students and 30 cltibs

P/1″ α々ο:Wo、v,it's a vely l)ig schOo1  0ι lr sch001 has Only 160 stuclents and 5 clubs  rヾext,we、 vant to kno、 v about yOu,Robert

Rοわσ″′101(,I like playing basketball,so l teach the l)asketball club Vヽe ustlalけ Start practicing at three thirty and finish at six thirty

ルF′ ll r7ヵ οfl see  l teach the dance club The mcmbcrs of thc dance club、 vili shOw thcir dance at Our school fcst卜′al on Jtlly 15

Rοιο′́′10h,■ol l can't see the dance

r1/fl″ αたο:Realけ PヽVllyP

Rοί″:Becausc 11l visit your school on July 17、 vitll ten students fronl■ ly」 apaneSe class

』石″α力ο:Then,will you teach Ellglish tO nly students on that dayP

Rοι″′i Sure l will teach English with yoti lヽy students willjoin your English classes ls that OKP

,ヽ′れα力ο:Yes,of cotll Se

Rοわσ″′:They al‐ c interested in Japanese culture

f7fl″クカο,That's good l hOpe a11 0f you will e■ oy Staying in」apall

Rοιθ″
`f Thank you,Ⅳ

Iinako See yott ill July

Mi″αA・ ο:See yOu thcn

(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 4分

英  語  問  題 巨]〔聞き方〕 (平 26)

〔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 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,正面黒板の中央すく
｀
前とすること。

◇M8(645 53)


