
 平成24年度 英語リスニングテスト台本  ［注］　（　　　）内は音声として入れない。

　ただいまからリスニングテストを始めます。問題は（1），（2），（3），（4）の四つです。聞きながらメモをとってもかまいません。

 （間３秒）

　（1）の問題を始めます。問題は①と②の二つです。これから読む英文の内容に当てはまるものを，それぞれア，イ，ウ，エから一つずつ選んで記号
を書きなさい。英文は２回ずつ言います。
 （間２秒）では始めます。

　①　Nancy is interested in Japanese culture.  She wants to try this food.  Which picture shows this?
 （間２秒）繰り返します。
 （間３秒）

　②　Mika is always kind to everyone and she likes taking care of people.  She wants to help sick people in the future.  What does she want to be?
 （間２秒）繰り返します。
 （間５秒）

　（2）の問題に移ります。問題は①，②，③の三つです。二人の会話を聞いて，それぞれの会話の最後の文に対する応答として最も適切なものを，そ
れぞれア，イ，ウ，エから一つずつ選んで記号を書きなさい。会話は２回ずつ言います。
 （間２秒）では始めます。

　① （A女） : You can play the guitar very well.
 （B男） : Thank you, Junko.
 （A女） : How long have you played the guitar?
 （間２秒）繰り返します。
 （間３秒）

　② （A男） : Shall we play tennis if it’s sunny tomorrow?
 （B女） : That sounds good.  But I don’t have a racket.
 （A男） : Don’t worry.  I have two rackets. 
 （間２秒）繰り返します。
 （間３秒）

　③ （A男） : What did you do last Sunday?
 （B女） : I cleaned a park as a volunteer.
 （A男） : How did you feel?
 （間２秒）繰り返します。
 （間５秒）

　（3）の問題に移ります。（3）はユミ（Yumi）とトム（Tom）の会話を聞いて質問に答える問題です。会話を聞いた後で，内容について①から③まで
三つの質問をします。質問に対する答えを，それぞれア，イ，ウ，エから一つずつ選んで記号を書きなさい。会話と質問は通して２回言います。
 （間２秒）では始めます。

　（Yumi） : Hi, Tom.  Where are you going?
　（Tom） : Hi, Yumi.  I’m going to the bookstore to buy some books about Korea.  I’m going to go to Korea next month.
　（Yumi） : Oh, that sounds great.  When are you going to leave Japan?
　（Tom） : I’m going to leave on Christmas Day.  I’m very excited.  Have you ever been there?
　（Yumi） : No, but my sister went there last year.   
　（Tom） : Oh, did she?  Do you know how long it took from Akita to Korea?
　（Yumi） : She said it took about three hours from Akita by plane.
　（Tom） : Really?  It’s very near.
　（Yumi） : Yes, you’re right.  
　（Tom） : I want to know about some famous places in Korea.
　（Yumi） : Shall I ask my sister about them?
　（Tom） : Yes, please.
 （間３秒）

         Questions ①　When is Tom going to leave Japan? （間５秒）
 ②　Who has been to Korea before? （間５秒）
 ③　What does Tom want to know about Korea?

 （間５秒）繰り返します。
 （間５秒）

　（4）の問題に移ります。（4）は地元のプロバスケットボールチームに所属しているマイク・ブラウン（Mike Brown）選手がある学校を訪問したときの
スピーチを聞いて，その内容をまとめ，ブラウン選手への質問文を書く問題です。スピーチを聞いて，〔スピーチのまとめ〕の①から③に最もよく当
てはまる英語を考えて，その英語のつづりを１語ずつ書き，まとめを完成させなさい。また，ブラウン選手の問いかけに応じる質問を考えて，英語
で書きなさい。
　はじめに，30秒間まとめの英文に目を通しなさい。
 （間30秒）
　それではスピーチの英文を２回言います。
 （間２秒）では始めます。
　Hello, everyone.  My name is Mike Brown.  I got a basketball from my father when I was eight, and I was very happy.  Then my basketball life started.  
I came to Japan last summer and became a member of the basketball team.  Now we’re practicing for the next game, and it’s the most important game for us.  
So please come to watch our game.  We’ll try very hard and it’ll be our best game.  Do you have any questions about the next game?
 （間20秒）繰り返します。
 （間20秒）

　これでリスニングテストを終わります。次の問題に移ってもかまいません。


