
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。

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。                     〔注〕 (1)はカッコイチと読む。

(1)の 問題です。  A This is a picture of my family.There are five people in my family.

B:Oh,you have two cats.

ノ4:Yes. They are really cute!

(約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約 5秒 )質問です。    o Which picture are they loolcing at? (1 番)

約 3分
(2)の 問題です。  A Look at that girl!She can play basketball very well!

B:ヽVhich girlP The giri with long hairP

4:No.The girl with short hair.

質問です。    0:Which girl are they tallcing about?                  (約 5秒おいて繰り返す。)(ポーズ約 5秒 )

(3)の 問題です。  A Wow,there are lllany flights to Hawali.Let's clleck our fligllt nulnbel‐ .

B:It'st、 vo‐four― nine. ヽヽre have to be at Gate 30 by ll o'clock.

ス:Oh,we need to hun7.

質問です。    0:Whichヽ their air ticketP                       (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。 ハ角 κα′θ:Hi Bob,which club are you going to joinP

Bθι:Helo Ms. Kato. I haven't decided yet. I've seen practices of sonle sports clul)s, like soccer and baseban, but

I've already played thenl before.

ハイs.Kα′θ:Then,jOin our l(endo clubl

Bθι:Kendo!That's cool!

ルイs.Ka′θ:Iく endo is a traditional Japanese spol‐ t. You can get a strong body and illind

Bθわ:I want to learn traditional Japanese culture,so I'1ljoin the kendo clul)! Do you practice it every day?

ハ公.Kaιθ:No,、 ve practice frolll′rueSday to Saturday.

Bοb:OK .., IDut dO 1 1lave to practice on weekends? I、vant to spend weekends、 vith nly host fanllly, so l call・ t conle

on Saturdays.

ハム.Kα′θ:No problenl! Please conle to see our practice fil‐ st.

Bθb:Thank you!

①の質問です。 Why does Bob wanttoidn the kendo dubP                (ポ ーズ約 3秒 )

②の質問です。 How many days wil Bob practた e kendo nl a weck?             (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。   αι滋:Welcolne to Happy」 eff's Hot Dogs!May l help you?Here's a luncll lnenu.

スタタzα′2:Thank you. Ulll.. ,I'd like to have a hot dog,and …an ice creanl.

C′ι″々:How about our apple pie? It's velry pOpular.

4792α
“
:Ah,it looks really good.

ε′ι″力:Then,how about Happy Jeff's Lunch? You can have lDoth an apple pie and an ice creanl.

4ァタ?α′2:Well,I don't think l can eat both, so   I'1l order the cheapest Happy Lullch,and an apple pie

αι′́々:OK.Is that all?

ス′夕?απ:Yes.Oh,I have a free ticket.

crι″ヵ:Then you can get French fries,an ice crealll,or a tOy for free. ヽ
～
rhich do you、vantP

4,7zα′7:Ulll.. ,llly little brother likes cars,but.  I'1l have French fries today.

crθ ,′ヵ:oK

①の質問です。 How much wllthe lllan payP                       (ポ ーズ約 3秒 )

②の質問です。 What will the inan get for freeP                     (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, 1泊 2日 で行われるイングリッシュキャンプに参加 しています。班長会議でのスタッフによる説明を聞いて ,

班員に伝えるための英語の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。

Good evening, evewonel How was todayP Tol■ orrow will be fun too. Thel・ e are two prograllls, alld everyone has already

chosen one frolll thenl,rightP I'1l explaill thenl,so ten the lllelllbel‐ s in youl‐ gl・ oup. First,the Hllang Progranl. Youll walk along

the river. ヽヽrell get together at the entl・ ance at 8 o'clock and leave at 8:10. You llave to:)1‐ ing solllethillg to drillk. It'l be hot

tonlorrow. Don't forget to bring your cap too. Next, the Spealcillg Progranl  Please conle to the llleeting l‐ oonl on the second

floor at 8:30. You'1l talk and share ideas with students frolll different countl・ies. At the end of the progralll,you'1l nlake a speecll

ill English,so you｀ 1l need a dictionalry. That's a11. Good night.

(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。

(令 3)
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