
平成31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）まであります。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 男） ：May I help you?
 （B 女） ：Thank you.  I want to carry these bags to my car.  （間２秒）

　　Question　:　Where are they talking?  （間２秒）繰り返します。
 （間３秒）

② （A 女） ：Look at the man sitting on the chair!
 （B 男） ：The man with a cup in his hand?
 （A 女） ：Yes.  He is a famous scientist.  （間２秒）

　　Question　:　Which man are they looking at?  （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１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。では始めます。

① （A 女） ：I bought this watch on the Internet.
 （B 男） ：It＇s very nice.  Was it expensive?
 （A 女） ：No, it wasn＇t.  （間２秒）繰り返します。
 （間３秒）

② （A 男） ：Excuse me.  Where is Akita Station?
 （B 女） ：Akita Station?  It＇s a long way from here.
 （A 男） ：How can I go there?  （間２秒）繰り返します。
 （間３秒）

③ （A 女） ：Do you know Mika speaks English well?
 （B 男） ：Sure.  She learned it in Canada.
 （A 女） ：Really?  When was she in Canada?  （間２秒）繰り返します。
 （間５秒）

　（3）に移ります。中学生の由衣（Yui）が英語の授業で行ったスピーチの一部を聞いて，質問に答え
る問題です。スピーチの後で，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。スピーチと質問は通して２回言います。では始
めます。

　Today, I＇ll tell you about my sister and my brother.  I learn many things from them.  My  
sister is a nurse.  She is kind to ever yone and works hard.  She often tells me about the  
importance of working for others.  I want to get the same job and work with her in the future.   
My brother is a hair stylist and his dream is to work in America.  He always says, “We should  
tr y new things.”  He likes traveling.  He went to France and India last year.  He will also  
visit Australia next year.  He lives alone in Tokyo now.  We often send e-mails to each other.   
（間３秒）

Questions　:　 ①　What does Yui want to be in the future?  （間５秒）  
②　How many foreign countries did Yui＇s brother visit last year?  （間５秒）  
③　What can we say about Yui＇s brother?  （間５秒）繰り返します。  
　　（間５秒）

　（4）に移ります。中学生の彩（Aya）とＡＬＴのジョーンズ先生（Mr. Jones）が，好きな季節につい
て会話をしています。内容を聞いて，①から③の空欄に入る最も適切なものを，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。また，［問い］に対する答えとなるように，［答え］の
下線部に適切な英語を書き，英文を完成させなさい。彩とジョーンズ先生の会話は２回言います。
はじめに20秒間，問題に目を通しなさい。（間20秒）では始めます。

 （Aya） : Hello, Mr. Jones.  Which season do you like in Japan?
 （Mr. Jones） :  Well, I like summer.  I came to Japan in August.  Then, I joined some events  

in this town.  They were fun.  Why do you ask me the question?
 （Aya） :  I＇m making a speech about the season my classmates like.  I asked all my  

classmates to answer the question.
 （Mr. Jones） : What did they answer?
 （Aya） :  Among the thirty classmates, only a few students answered, “summer.”  Many 

students like spring the best.   They are half of my classmates.
 （Mr. Jones） : That＇s interesting.  Why do they like it?
 （Aya） :  In spring, the weather is nice and we can enjoy a lot of flowers.  It is the  

exciting season of starting a new life for many people in Japan.
 （Mr. Jones） : I see.   What＇s your favorite season, Aya?
 （Aya） : It＇s winter.   I like to see snow.   I also like to ski.  （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。




