
平成28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。

　ただ今からリスニングテストを始めます。解答用紙を準備し，問題用紙の１ページを開いてくだ
さい。（間５秒）
　問題は（1）から（4）までの四つです。聞きながらメモをとってもかまいません。（間３秒）

　（1）を始めます。（1）の問題は二つです。二人の会話とそれについての質問を聞いて，質問の答え
として当てはまる絵を，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回ずつ言います。（間２秒）では始めます。

① （A 男） ：Who is the boy with a cap?
 （B 女） ：He is my brother Kei.  I took the picture in the park.  （間２秒）

　　Question　:　Which picture are they looking at?  （間２秒）繰り返します。
 （間３秒）

② （A 男） ：What would you like to drink?
 （B 女） ：It’s hot today, so I would like to drink something cold.  （間２秒）

　　Question　:　What will the girl drink?  （間２秒）繰り返します。
 （間５秒）

　（2）に移ります。（2）の問題は三つです。二人の会話とそれについての質問を聞いて，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回ずつ言います。（間２秒）では始めます。

① （A 女） ：How is the weather in Sendai now?
 （B 男） ：It’s cloudy and cold.  I hear it will be rainy tomorrow.
 （A 女） ：Really?  In Akita, it will be sunny and warm all day.  （間２秒）

　　Question　:　How will the weather be in Sendai tomorrow?  （間２秒）繰り返します。
 （間３秒）

② （A 女） ：Let’s go shopping on Saturday!
 （B 男） ：Sorry, I practice tennis every Saturday.  I can go with you on Sunday.
 （A 女） ：I study on Sunday morning, so how about Sunday afternoon?
 （B 男） ：All right.  （間２秒）

　　Question　:　When will they go shopping together?  （間２秒）繰り返します。
 （間３秒）

③ （A 男） ：Oh, your red bag is nice!
 （B 女） ：Thanks.  My uncle bought this bag for me, and a blue one for my brother.
 （A 男） ：Oh, your uncle is kind!
 （B 女） ：Yes.  He also gave me this white hat.  （間２秒）

　　Question　:　What did the girl get from her uncle?  （間２秒）繰り返します。
 （間５秒）

　（3）に移ります。（3）は中学生の拓（Taku）とＡＬＴのリサ（Lisa）先生の会話を聞いて，質問に答え
る問題です。会話の後で，その内容について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。会話と三つの質問は通して２回言います。
（間２秒）では始めます。

 （Lisa） : Hello, Taku.
 （Taku） : Hello, Lisa.
 （Lisa） : Taku, you look happy!
 （Taku） :  Yes.  I went to Tokyo with my family yesterday.  We watched a basketball game 

there.
 （Lisa） : Nice!  Do you like to play basketball?
 （Taku） :  Yes, I do.  My brother and I often play it in the gym near my house.  He also likes 

playing it very much.  How about you?
 （Lisa） :  I don’t play it, but I sometimes watch basketball games on TV.  I like ar t and 

music better.  Yesterday I went to Akita city to see pictures in the art museum.
 （Taku） : I have never been to the museum.
 （Lisa） :  Really?  I saw a very big picture there.  In the picture we can see some festivals in 

Akita.  It was great.  You should go and see it.
 （Taku） : OK.  I’ll go there next Saturday.  （間３秒）

　  Questions　:　 ① Who likes to play basketball?  （間５秒）
② What did Lisa do yesterday?  （間５秒）
③ Where will Taku go next Saturday?  （間５秒）繰り返します。
（間５秒）

　（4）に移ります。（4）では中学生の恵理（Eri）が，新しく来たＡＬＴのボブ先生に，地図を示しな
がら学校付近の様子を説明します。その内容に合うように，①～③の建物の位置を，地図上のア，
イ，ウ，エから一つずつ選んで記号を書きなさい。また，［問い］に対する答えとなるように，［答え］
の下線部に３語以上の英語を書きなさい。はじめに15秒間，地図と英文に目を通しなさい。（間15秒）

　それでは恵理の説明を２回言います。（間２秒）では始めます。

　Please look at the map.  We can see a post of fice in front of the school.  We have a park 
along the street.  My brass band had a concert in the park last fall.  There is a hospital next to 
a f lower shop.  In front of the hospital, there is a bookstore next to a supermarket.  We have a 
coffee shop between the supermarket and a movie theater.  You can enjoy nice coffee at the 
shop.  （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。次の問題に移ってください。


