
令和３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。また，（2）の会話は１
回しか言いませんので，注意して聞いてください。（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） ：I was reading a book in the park yesterday.
 （B 男） ：Really?  I was playing the guitar there.  Where were you, Ayako?
 （A 女） ：I was under the tree.  （間２秒）

Question : Which picture shows Ayako?  （間２秒） 繰り返します。
 （間３秒）

② （A 男） ：I brought some juice for the party.
 （B 女） ：Thank you.  I brought some f lowers.
 （A 男） ：Good!  Let＇s make pizza and cake.  （間２秒）

Question : What did they bring for the party?  （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，ウから１つずつ選んで記号を書きなさい。会話は通し
て１回ずつ言います。では始めます。

① （A 女） ：Today＇s homework looks dif ficult.
 （B 男） ：I don＇t think so.  It looks easy for me.
 （A 女） ：Really?  Will you help me?
 （間７秒）

② （A 男） ：What time are we going to get on the train tomorrow?
 （B 女） ：At ten.  So we have to leave home at nine thirty.
 （A 男） ：I want to leave before nine to go to the post of fice.
 （間７秒）

③ （A 女） ：May I ask you the way to the city hall?
 （B 男） ：OK.  Turn left at the bank and go straight.  You will find it on your right.
 （A 女） ：Did you say “Turn right”?
 （間７秒）

（3）に移ります。中学生の美佳（Mika）とALTのホワイト先生（Mr. White）が，放課後に学校で会話
をしています。会話の後で，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。美佳とホワイト先生の会話と質問は通して２回ずつ
言います。では始めます。

 （Mr. White） : Hi, Mika.  I need to talk to you now.
 （Mika） : What is it, Mr. White?
 （Mr. White） :  It is about today＇s practice for your English speech.  I＇m busy today.  So I have to 

change the day.
 （Mika） : OK.  When will we practice?
 （Mr. White） : Let＇s practice tomorrow.  Can we start at four in the afternoon?
 （Mika） : Sorry, I have a piano lesson on Tuesday.  How about the next day?
 （Mr. White） : OK.  Let＇s practice at four.  We can use the gym on that day.
 （Mika） : I see.  Do I need a dictionary and a textbook?
 （Mr. White） : No.  You don＇t have to bring them, but you need a pen and a notebook.
 （間３秒）

Questions :  ① Why does Mr. White have to change the day of the practice?  （間５秒）  
② When will Mika practice with Mr.White?  （間５秒）  
③ What does Mr. White tell Mika to bring?  （間５秒）繰り返します。  
（間５秒）

（4）に移ります。佐藤先生（Mr. Sato）が，英語の授業で留学生のジョン（John）について話をして
います。佐藤先生の話を聞いて，その内容として適切なものを，ア，イ，ウ，エから２つ選んで記
号を書きなさい。また，佐藤先生の最後の［問い］に対して，話題を１つ取り上げ，２つの英文であな
たの［答え］を書きなさい。佐藤先生の話は２回言います。はじめに15秒間，問題に目を通しなさい。
（間15秒）では始めます。

Hello, everyone.  I have big news today.  A new student will come from Canada next month.  His 
name is John.  I talked with him on the phone yesterday.  He can speak easy Japanese.  So, we 
began talking in Japanese, but later we used English.  He is a member of the basketball team, but 
he wants to try dif ferent club activities in Japan.  He wants to be a designer of buildings in the 
future.  He is interested in old Japanese temples and shrines.  Now, I have a question for you.  What 
do you want to do with John?
（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。


