
平成29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４つです。聞きながらメモをとってもかまいません。（間２秒）

　（1）を始めます。問題は２つです。二人の会話とそれについての質問を聞いて，答えとして最も適
切な絵を，それぞれア，イ，ウ，エから１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。では始めます。

① （A 女） ：How about this cup for your mother?
 （B 男） ：Nice!   She likes cats, so she’ll like this design.  I’ll take it.  （間２秒）

　　Question　:　What will the boy buy for his mother?  （間２秒）繰り返します。
 （間３秒）

② （A 男） ：There are not so many cars on the street today.
 （B 女） ：Oh, we will get to the station soon.  （間２秒）

　　Question　:　Where are they talking?  （間２秒）繰り返します。
 （間５秒）

　（2）に移ります。問題は３つです。二人の会話とそれについての質問を聞いて，答えとして最も適
切なものを，それぞれア，イ，ウ，エから１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。では始めます。

①  （A 男） ：Let’s go to the library together.
 （B 女） ：Sorry, I can’t.   I have to go home soon.
 （A 男） ：Oh, why?
 （B 女） ：Because I have to take care of my dog.   I’ll walk the dog around the park.  （間２秒）

　　Question　:　Why does the girl have to go home soon?  （間２秒）繰り返します。
 （間３秒）

② （A 男） ：What are you doing, Miho?
 （B 女） ：I’m writing a letter to my sister who lives in Kyoto.
 （A 男） ：Oh, my father lived there before.  Have you ever been there?
 （B 女） ：No, but I’ll visit her next month.  （間２秒）

　　Question　:　Who lived in Kyoto before?  （間２秒）繰り返します。
 （間３秒）

③ （A 女） ：Let’s hurry!   It’s two twenty.
 （B 男） ：OK, but the meeting starts at three.   We still have forty minutes.
 （A 女） ：No, it will start earlier today.   We have only ten minutes before it starts.  （間２秒）

　　Question　:　What time will the meeting start today?  （間２秒）繰り返します。
 （間５秒）

　（3）に移ります。ＡＬＴのケビン（Kevin）先生の話を聞いて，質問に答える問題です。話の後で，
その内容について３つの質問をします。答えとして最も適切なものを，それぞれア，イ，ウ，エか
ら１つずつ選んで記号を書きなさい。ケビン先生の話と３つの質問は通して２回言います。では始
めます。

　Today I’ll tell you some important things to make a good speech.  In your speech, you 
should talk about your idea first.  It’s also good to talk about your own experience.  You don’t 
have to use difficult words.  During your speech, you can use your hands and body, but not too 
much.  When you practice your speech, you should do that again and again in front of other 
people.  You should also practice in a large room.  If you need my help, come and see me after 
school from Monday to Wednesday or during lunch time on Friday.  （間３秒）

Questions　:　 ①　What is important for you to make a good speech?  （間５秒）
②　How should you practice your speech? （間５秒）
③　When can you get Kevin’s help? （間５秒）繰り返します。
（間５秒）

　（4）に移ります。アメリカの高校生ジュディ（Judy）が，日本に住んだことのあるエリック（Eric）
さんと会話をしています。エリックさんが，日本に留学するジュディに持って行くほうがよいと言っ
ているものを，アからカの中から３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。ジュディとエリックさんの会話は２回言
います。はじめに10秒間，選択肢と英文に目を通しなさい。（間10秒）では始めます。

 （Judy） : Hi, Eric.
 （Eric） : Hi, Judy.   I hear you’ll study in Japan.
 （Judy） : Yes.   I’ll stay in Tokyo for a year.   I have a question.
 （Eric） : Sure.
 （Judy） : What should I bring?
 （Eric） : Well, an English map of the city will be useful.
 （Judy） : OK.  What else?
 （Eric） : You should bring shoes to wear in the school building.
 （Judy） : How about clothes?
 （Eric） :  You don’t have to bring them.  Many years ago, I couldn’t find the size I wanted in 

Japan, so it was diff icult for me to buy my clothes.  But now there are many kinds 
of shops.  You can easily get yours.

 （Judy） : I see.
 （Eric） : Some pictures of your family will also help you when you talk about yourself.
 （Judy） : OK.  Thanks.  （間15秒）繰り返します。
 （間15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。


