
台 本 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。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。

では始めます。                     〔注〕 (1)は カッコイチと読む。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。  /1:Hi,Cathy WelcOnle to nly house Dkl you see nly dog,Hachi,outskle?

B:Hi,Kazt111la Yes,I saw Haclli tlll(ler tlle ti・ ee in yotll‐ gal‐ (len

4:ReallyP He is so qlliet today Was lle sleepillg'

B:No,he was playing with a ball

質問です。    o What was Hachi doing when Cathy canle to Kazunla's llouse?

(約 5秒おいて)繰 り返します。 (1回 目のみ)(ポーズ約 5秒 )

(1 番)

約 5分

(2×D購 ]長垣て,‐す。   4:Hi,Tollloki.lVe have to Fillish otlr repol・ t by Jtlly 19tll How aboLit dOing it togetllel‐ next Sattir(lay?

B:Yotl lllean」tlly 8thP SOl・ 1・y,Ⅳleg I'1l be bllsy oll that day How about Stinday,Jtlly 9t1lP

4:Oh, I have a l)iano lesson in the afternoon evelly Stinday,but l have thllc in the lllornillg

B:OK.See you tllen!

質問です。    0:When wll Tol■ oki and Meg do theh・ report togetherP (約 5秒おいて)繰 り返 します。 (1回 目のみ)(ポーズ約 5秒 )

(3)の 問題です。  A Hi,Satoshi Did you see M「 SuzukiP I went to the teachers｀ roonl、 but he wasn't there.

B:Hi,Sal・ ah He is On the school gl・ otinds Vヽhy(lo yotl want to see hi111?

4:I have to take llly llotebook to llinl becallse l coul(ln't give it to llilll yesterday

B:I see.I'lll stll‐ e he's stin tllel・ e.

質問です。    o What dOes Sarah have tO dOP            (約 5秒おいて)繰 り返 します。 (1回 目のみ)(ポーズ約 5秒 )

(4)の 問題です。  4:He110,Ktti ThiSヽ Kate Where are you now?

B:Hi,Kate l・ nl at hollle.I'11l wそ ttc11lllg a basel)all galllo on TV

/1:WhatP Vヽe are goillg to go to the llltiseunl today Did yotl forget thatP

B:01l nol I・ nl so sorry  Call yolぃ v洒 t for llle at the bool(store llear the llluseunl? 11l nleet yotl there soon.

質問です。    0:Where wm Kdi nleet I(そ lte?             (約 5秒おいて)繰 り返 します。 (1回 目のみ)(ポーズ約 5秒 )

次は 2番の問題です。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(1)か ら(3)ま で三つあります。対話と質問は 2回ずつ言います。

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

ルイ′72θ :ヽ rヽe've arl・ ived ctt nly brothel・ 's high school! Thallk yo1l For collling M/it11 11lc,Alex

4′′χ:Tllank yoll, ⅣIillo  This is llly fil‐ st tillle to conle toそ l school festival in Jal)an  Yotir brotller M′ iH play the guitar on

the stage,light?

Mi″θ:Yes  He can play it very weH Alex,look  Here is the illfornlation abotit the events of the festival

4′
`χ

:Yotir brotller'sI〕 erfol・ nlallce will stal・ t at 10 a lll in the Gylll.rig1lt?

ハイ′″θ:Yes After his pel・ fornlance,what do yotl want to see?

4′ιχ:Well,1 love Japallese culttire,so l want to tlγ  Calligl・ aplly How about yotiP

ルイメカθ:Actttally.I'lll illterested in the l)el・ fornla1lce by the dancc cltib,but bOth Of the events will start at the sanle tillle.

ノ4′′χ:How about seeing the dallce in the lllorilillg alld tlぅ /ing canigraphy in the afternoon?

ハイが/7θ :Perfect! Thank yOti

ノ4′
`χ

:I'11l also interested in science. Let's go to see Sciellce Sho、 v after that

ルイルθ:That's a good idea. By the way,befol・ e we iOill Calligl‐ aphy Expel‐ ience,let's go to the Cooking Roolll tO eat ltlnch.

4′′χ:Nicel We'1l be htingl‐ y.I・ll eat sandwiclles

ルイ′/7θ :I、 vant to eat ctlrry and l・ ice becatise it's illy favorite foodl

スルχ:Now let's go to the Gylll firstl

(1)の 質問です。  Wllere wll Miho and Alex be at l:00 p nl,                            (ポ ーズ約 5秒 )

(2)の 質問です。  What time wll MihO and Alex see Science ShowP                        (ポ ーズ約 5秒 )

(3)の 質問です。  Which is true about Miho?              (約 5秒おいて)繰 り返します。 (1回 目のみ)(ポーズ約 5秒 )

(2番 )

約 4分

次は 3番の問題です。あなたは今,海外留学プログラムでイギリスに来ています。ある城についてのガイドの説明を聞いて,英語で感想文を書

くためのメモを完成させなさい。ただし,メ モの(1)に は数字を入れ,(2)と (3)に は英語を入れなさい。英文は 2回言います。

では始めます。

OK,everyone. This is Gl・ een Wing Castle. It was built in 1723. Now let's go illside Thel・ e are lllore than follr

htindl‐ed roonls in the castle  Let's go into this roolll fil・ St. Look at this picture. The nlan in this picture lived in this castle.

He had a big fanlily. He had five sons and five datightel・ s. Let's go to another roolll. This rooln is velry large, isn't it?

People elliOyed parties hel・ e.Next,lool(at the VVest Towel‐  We can see the beatltiful city from the top of the tower Now,

we'll have some tillle to walk aro111ld the castle Please enioy itl

(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 2分

英 語 問 題[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分程度で読み終えること。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。

(令 5)
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