平成 31 年度
英語学力検査リスニングテスト台本

注

意

監督者の方へ
これはリスニングテスト台本です。
受検者へは絶対に配布しないでく
ださい。

平成 31 年度

英語学力検査リスニングテスト台本

開始時の説明
これから，リスニングテストを行います。
問題用紙の １ ページを見なさい。リスニングテストは，全て放送による指示で行います。リスニ
ングテストの問題には，問題Ａと問題Ｂの二つがあります。問題Ａと，問題Ｂの ＜Question １ ＞
では，質問に対する答えを選んで，その記号を答えなさい。問題Ｂの ＜Question 2 ＞ では，質
問に対する答えを英語で書きなさい。
英文とそのあとに出題される質問が，それぞれ全体を通して二回ずつ読まれます。問題用紙の余
白にメモをとってもかまいません。答えは全て解答用紙に書きなさい。
（ 2 秒の間）
〔問題Ａ〕
問題Ａは，英語による対話文を聞いて，英語の質問に答えるものです。ここで話される対話文
は全部で三つあり，それぞれ質問が一つずつ出題されます。質問に対する答えを選んで，その記
号を答えなさい。
では，＜対話文 １ ＞を始めます。
（ 3 秒の間）
Bill:

What are you reading, Emily?

Emily:

I am reading an e-mail from my grandfather living in London, Bill.

Bill:

Are you going to write him back?

Emily:

Yes, I am.

Bill:

Why don’t you also send the picture I took in the park yesterday?
grandfather will enjoy seeing you and your dogs.

Emily:

That’s nice.

Bill:

I’ll send it to you by e-mail. Then you can send it to your grandfather.

（ 3 秒の間）
Question :

What is Bill going to do?

（ 5 秒の間）
繰り返します。
（ 2 秒の間）
（対話文 １ の繰り返し）
（ 3 秒の間）
Question :

What is Bill going to do?

（１0 秒の間）
＜対話文 2 ＞を始めます。
（ 3 秒の間）
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Your

Jim:

There are many things in this shop, Lucy. This green notebook is one hundred
yen and that red one is two hundred yen. I use a red one.

Lucy:

I’ll buy two red ones, Jim. Oh, look! This eraser is very cute. I want it. It’s one
hundred yen.

Jim:

Well, do you really need an eraser?

Lucy:

Yes. But I have only four hundred yen.

Jim:

You can’t buy all the things you want.

Lucy:

I really need the eraser. I’ll buy it and a green notebook and a red one.

Jim:

OK. Then you can buy all of them.

（ 3 秒の間）
Question :

What will Lucy buy at this shop?

（ 5 秒の間）
繰り返します。
（ 2 秒の間）
（対話文 2 の繰り返し）
（ 3 秒の間）
Question :

What will Lucy buy at this shop?

（10 秒の間）
＜対話文 3 ＞を始めます。
（ 3 秒の間）
John:

Look at this picture, Kate. This is my family. I live with my father, my mother,
and two brothers.

Kate:

It’s a nice picture, John.

John:

Thank you. This is my younger brother, Bob. He plays basketball.

Kate:

You play basketball, too, and you are the tallest in our class, John. Is Bob as tall
as you?

John:

He is taller than I.

Kate:

I see.

John:

This is my older brother, Mike. He is the best soccer player in his school and
taller than Bob.

Kate:

All of you are very tall. How about your father?

John:

He is shorter than I but taller than my mother.

（ 3 秒の間）
Question :

Who is the tallest in John’s family?

（ 5 秒の間）
繰り返します。
（ 2 秒の間）
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（対話文 3 の繰り返し）
（ 3 秒の間）
Question :

Who is the tallest in John’s family?

（10 秒の間）
これで問題Ａを終わり，問題Ｂに入ります。
〔問題Ｂ〕
（ 3 秒の間）
これから聞く英語は，ある日の ABC デパートでの館内放送です。内容に注意して聞きなさい。
あとから，英語による質問が二つ出題されます。＜Question 1 ＞ では，質問に対する答えを
選んで，その記号を答えなさい。＜Question 2 ＞ では，質問に対する答えを英語で書きなさい。
なお，＜Question 2 ＞ のあとに，15 秒程度，答えを書く時間があります。
では，始めます。（ 2 秒の間）
Welcome to the ABC Department Store.

Today we have a special event.

From

eleven to three, we are going to hold our World Lunch Festival on the seventh floor.
Chefs from five countries will come and cook traditional foods.

And today a famous

Japanese sushi chef, Mori Taro, will also come to the festival! He started to work as a
sushi chef in Kanagawa thirty years ago. He worked as a sushi chef for many years in
other countries, too. He wanted people there to enjoy Japanese food. He came back to
Japan last year. He is going to open a new restaurant in Tokyo next month. Today he
will make four different kinds of sushi lunch for you!
We hope you enjoy your shopping and a special lunch at the ABC Department Store
today. Thank you.
（ 3 秒の間）
＜Question 1 ＞ How long will the ABC Department Store hold the World Lunch Festival
today?
（ 5 秒の間）
＜Question 2 ＞

What did Mori Taro want people in other countries to do?

（15 秒の間）
繰り返します。
（ 2 秒の間）
（問題Ｂの英文の繰り返し）
（ 3 秒の間）
＜Question 1 ＞ How long will the ABC Department Store hold the World Lunch Festival
today?
（ 5 秒の間）
＜Question 2 ＞

What did Mori Taro want people in other countries to do?

（15 秒の間）
以上で，リスニングテストを終わります。 2 ページ以降の問題に答えなさい。
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