令和 3 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。

令和 3 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）
Yumi:

David, we are on the highest floor of this building. The view from here is beautiful.

David:

I can see some temples, Yumi.

Yumi:

Look! We can see our school over there.

David:

Where?

Yumi:

Can you see that park? It’s by the park.

David:

Oh, I see it. This is a very nice view.

Yumi:

I’m glad you like it. It’s almost noon. Let’s go down to the seventh floor. There
are nice restaurants there.

（ 3 秒の間）
Question :

Where are Yumi and David talking?

（ 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 :

Where are Yumi and David talking?

（10 秒の間）
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＜対話文 2 ＞を始めます。
（ 3 秒の間）
Taro:

Hi, Jane. Will you help me with my homework? It’s difficult for me.

Jane:

OK, Taro. But I have to go to the teachers’ room now. I have to see Mr. Smith
to give this dictionary back to him.

Taro:

I see. Then, I’ll go to the library. I have a book to return, and I’ll borrow a new
one for my homework.

Jane:

I’ll go there later and help you.

Taro:

Thank you.

（ 3 秒の間）
Question :

Why will Jane go to the library?

（ 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 :

Why will Jane go to the library?

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

Excuse me. I’d like to go to Minami Station. What time will the next train leave?

Man:

Well, it’s eleven o’clock. The next train will leave at eleven fifteen.

Woman:

My mother hasn’t come yet. I think she will get here at about eleven twenty.

Man:

OK. Then you can take a train leaving at eleven thirty. You will arrive at
Minami Station at eleven fifty-five.

Woman:

Thank you. We’ll take that train.

（ 3 秒の間）
Question :

When will the woman take a train?

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

When will the woman take a train?

（10 秒の間）
これで問題Ａを終わり，問題Ｂに入ります。
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〔問題Ｂ〕
（ 3 秒の間）
これから聞く英語は，ある外国人の英語の先生が，新しく着任した中学校の生徒に対して行っ
た自己紹介です。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）
Good morning, everyone. My name is Margaret Green. I’m from Australia. Australia
is a very large country. Have you ever been there? Many Japanese people visit my
country every year. Before coming to Japan, I taught English for five years in China. I
had a good time there.
I have lived in Japan for six years. After coming to Japan, I enjoyed traveling around
the country for one year. I visited many famous places. Then I went to school to study
Japanese for two years. I have taught English now for three years. This school is my
second school as an English teacher in Japan. Please tell me about your school. I want to
know about it. I’m glad to become a teacher of this school. Thank you.
（ 3 秒の間）
＜Question 1 ＞

How long has Ms. Green taught English in Japan?

（ 5 秒の間）
＜Question 2 ＞

What does Ms. Green want the students 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 has Ms. Green taught English in Japan?

（ 5 秒の間）
＜Question 2 ＞

What does Ms. Green want the students 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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