
本台 時 間

。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。これから聞き方の問題に入ります

最初は 1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,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。

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

(1)の 問題です。  A Do you want sonlething to d面 nk,MikeP

B:Yes,I want solllething cold,11lolll

ス:OK

(約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約 5秒 )質問です。    o What wll Mike have? (1 番)

約 3分
(2)の 問題です。  A Good nlorning,Tadashi Did you study for today's testP

B:Yes.A/1s Vヽhite. I always get tll)at six fifty,but l got up at Five fifteen this lllol・ 1ling to study.

И:Oh,did youP Good iticlく

質問です。    0:Wllat thne did Tadashi get up this nlorningP              (約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約 5秒 )

(3)の 問題です。   た Vヽe'll go to see tlle basel)all gallle next weelく elld,1・igllt?Ca1l we go to tlle staditllll by l)ikcP

B:No,it's too far. ヽヽre lleed to get there l)y car orl)tls  Nly fそ
lthcl・ will l〕 el〕1lsy llextヽ vccltend,so、 vc llCed to take a l)1l s

ス:I see.1'Il checlく the ti11le

質問です。    o HOw willthey gO to the stadiunl?                   (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Cヽ 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,C)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。νθルιたHello

κ
`′

′′α′′ο:Hel10.Tllis is Kelltal・ o ls tllat T0111's nlotllel‐ sl)eal(11lg?

A/fr9′ 力′′・:Yes.

κ′′′′α′・θ:IS T011l at honlcP

ハイθ′ノ7′′́:Yes. l)llt     WVhen lle canle llollle. 1le(li(ln't say allythillg alld、 vellt tO llis l‐ oonl  lle loolくed(lifferellt  Do yolll(1l o、 v

what hal)1)clle〔 17

κ′″rα′′θ:Ah.… .To(lay,we had al〕 lan lo see a nlo宙 c,but l was late.ヽ Vllen l arlivc(l at tlle cillcnla、 I couldn't find hinl I

thought he wcnt back llo■ le because lle got angl‐ y

Mθ′力
`′

■Now l sce what hapl〕 ellcd.Hc・ s stin ill his l‐ oonl

κ
`′

7rα ′́ο:I Want to llleet llinl alld say sol‐ 1‐y Can l visit llllllP

/1/fa′ /7ι ,1()f coursc  l tllillk lle、vants to see yOu too

κ
`″

′αフ′θ:Tllank yOu I・ 1l be thel‐ e sooll

ハイθル′′■OK I'1l tell hilll. Good bve

①の質問です。 Whcrc was Tonl when Kentaro canedP                  (ポ ーズ約3秒 )

②の質問です。 What does Kentaro want to doP                     (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。 4′′ει:John,finaHy we got to Luclw Departinent Store

ノθ″,7:Hey Alice.how abotit having ltlllcllP Let's go to a restat:1‐ allt on tile sevellth flool‐ l

ス″θ′:Sounds ilice! Btit wait l thilllく thel‐ c are llla1lv l)eoplc ill the restatlrants

ノθ″′′:Tllell,we call buy fo()d on the fil・ st flool‐ alld eat it ill Sky Cal‐ den on the eigllth floor

ス′た′:Tllat's good I'1l blly s011le sそ 11ldWiChes

ノθ力
":OK Aftel‐

11lat,I wantto get a new T― shil‐ t

4′たι:Hey! Vヽe callle here for the concel‐ t

ノοル′:ll《:low,btit we have two hollrs befol・ e the collcel・ t,so we call go sh()1)1〕 illg.1｀ 1len,we'H go lo the collcert llall oll the

sixth floor

4′た
`:That's fille

ノο力′′:Oh,yoll said yotl wantcd to gO to tlle bool(stol‐ e oll tlle rifth flool■

ノ4′′
``:Yes,I have lo l)uy a〔

lictional‐ y for llly sister. She started to go toセ l language school lo learn Chillese.

ノθ/7'7:C001! Vヽe llave a lot of thillgs to do. I｀ 11l so cXCitedl

(Dの質問です。 Whcre wJI Alで e and John eat hinchP                    (ポ ーズ約 3秒 )

②の質問です。 Wllich is true for  A  and匝 三]in the lDicturcP          (約 5秒おいて繰り返す。)(ボーズ約 5秒 )

次は 3番の問題です。あなたは留学先でブラウン先生(Mr.Brown)の 授業を受けています。宿題についての先生の説明を聞いて,学校を欠席し

たジェシーOessic)へ の Eメ ールを完成させなさい。英文は 2回言います。

では始めます。
´

「 oday. I'11l goillg to give you 1lonle、 vork  l 、/ant yotl to choosc one book and、vrite about it  You need to write foul・ thillgs

abotit the l)ook  Fll・ st,the wl・iter of tlle book. Second, its story  Tllird, the l・ eas01l for choosing it  Yol1 1leed tO、 vrite the l・ ca soll

in nlore t1lan one htindrc(1 、vol‐ ds. Follrt11. the、 vords you lilくe the l)est in the l)ook  Ustlally, 、ve have class oll Friday l)tit llext

Fl・ iday is a 1loliday. So, brillg your llonlc、 vork On l｀ hursday、  Al)1・ i1 1 ltll  Please tell this to the sttldents、 vho al‐e llot llcre todav.
´

「 hat's all

(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 □   〔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,監警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。

(令 2)

◇M8(105-53)


