
令和４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 男） ：I＇m looking for my cap.  Do you know where it is?
 （B 女） ：I saw it under the table.
 （A 男） ：Oh, thank you.  （間２秒）

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

② （A 女） ：I want to play tennis with you next Sunday.
 （B 男） ： Well, it will rain on that day.  Instead of tennis, let＇s play basketball at the community 

center.
 （A 女） ：Sounds good.（間２秒）

　　Question　:　What sport will they play next Sunday?  （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回だけ言います。では始めます。

① （A 男） ：Hello.
 （B 女） ：Hello, this is Aya.  May I speak to Naomi, please?
 （A 男） ：I＇m sorry, but she is out right now.
 （間７秒）

② （A 女） ：I＇ll have a hamburger and a salad.
 （B 男） ：OK.  Anything to drink?
 （A 女） ：Apple juice, please.  That＇s all.  How much is it?
 （間７秒）

③ （A 男） ：I＇m going to go shopping with my sister tomorrow.
 （B 女） ：That＇s nice.
 （A 男） ：Do you want to come with us?
 （間７秒）

　（3）に移ります。ＡＬＴのグリーン先生（Ms. Green）と中学生の陸（Riku）が，教室で会話をしてい
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。会話と質問は通して２回ずつ言います。では始めます。

 （Ms. Green） : Hi, Riku.  What are you reading?
 （Riku） : Hello, Ms. Green.  I＇m reading a book about traveling.
 （Ms. Green） : You are interested in traveling, right?
 （Riku） : Yes.  I want to go to Italy someday.
 （Ms. Green） :  Oh, really?  I went there in 2013 and 2015.  I like Italy very much.  Why do you want 

to go there?
 （Riku） :  Because I＇m interested in the history of that country.  I want to see old buildings 

there.
 （Ms. Green） : I have many beautiful pictures of them.  Do you want to see them?
 （Riku） : Of course.
 （Ms. Green） : OK.  I＇ll bring them tomorrow.
 （間３秒）

Questions　:　 ①　How many times has Ms. Green visited Italy?  （間５秒）  
②　Why does Riku want to visit Italy?  （間５秒）  
③　What will Ms. Green bring to Riku tomorrow?  （間５秒） 繰り返します。  
　　（間５秒）

　（4）に移ります。交換留学生として秋田の中学校で学んでいたジャック（Jack）から，クラスに
ビデオレターが届きました。ジャックの話を聞いて，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，ジャックの最後の［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。ジャックの話は２回言います。はじめに15秒間，選択
肢に目を通しなさい。（間15秒）では始めます。

　Hello everyone.  I went back to America last month.  Thank you for helping me in Akita.  I enjoyed 
staying there because everyone was so kind.  At the beginning, it was dif ficult to talk with you in 
Japanese.  However, soon I could understand you well because you spoke to me every day.  Here in 
America, I started doing volunteer work.  I help Japanese people who want to learn English.  We 
usually talk in English.  Sometimes I talk to them in Japanese.  It is a lot of fun.  Yesterday, we talked 
about our winter vacation.  It was interesting because many people talked about dif ferent things.  So 
I want to ask you a question.  What did you do during your winter vacation?
（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。


