英語
１

【第１問題】

実施要項

実施方法
⑴ 原則として，所定のＣＤ－Ｒ又は録音テープを校内放送施設・設備を通して再生する。再生は英語
の試験開始直後に行うものとする。
⑵ 校内放送施設・設備が完備していない場合及び故障，又は停電のどの場合には，他の試験会場の妨
げにならないように配慮の上，各試験会場を巡回し，ＣＤプレーヤー等により再生するものとする。
 なお，巡回等のため英語の試験開始直後に第１問題が一斉に実施できない場合には，他の問題から
先に行うよう，監督者が受験者に指示すること。

２

ＣＤ－Ｒに収録してある内容
 ただ今から放送による問題を行います。第１問題は，放送を聞いて答える問題で，問１から問４ま
であります。途中でメモをとってもかまいません。
問１は絵を見ながら二人の会話を聞き取る問題です。放送される１と２の会話の後に続く質問の答
えとして最も適当な絵を，それぞれア～エの中から一つずつ選び，記号で答えなさい。放送は２回
くり返します。それでは問題に入ります。
1番

A：Look at those clouds.  It is going to rain soon.
B：I can't go to the library by bike.  I have to take a taxi today.

  Question：How is the man going to the library?
くり返します。（会話と質問をくり返す。）
2番

A：I want to make salad for lunch.  There are some potatoes in the fridge, but there
are no tomatoes.
B：OK.  I will go and buy some.

Question：What is the man going to buy?
くり返します。（会話と質問をくり返す。）
これで問１を終わります。次は問２です。
問２は二人の会話を聞いて，そのあとの質問に答える問題です。それぞれの会話のあとに読まれる
質問の答えとして最も適当なものを，ア～エの中から一つずつ選び，記号で答えなさい。会話は１～
３まであります。放送は２回くり返します。それでは問題に入ります。
1番

A：Hi, Jack.  This is Jim.  Iʼm calling from Hawaii.

B：From Hawaii?  What are you doing in Hawaii?
A：Iʼm on vacation.
B：How is the weather there?  Is it sunny?
A：No, it isnʼt.  Itʼs raining.
Question：Who is in Hawaii?
くり返します。（会話と質問をくり返す。）
2番

A：Good morning, Akira.  Have you done your homework?
B：No, I havenʼt.  I watched TV last night.
A：You have to do it now.  Ms. Sato will be angry.
B：OK.  Will you help me?
A：Iʼm sorry but I canʼt.  I have to see a dentist today.
Question：What did Akira do last night?
くり返します。（会話と質問をくり返す。）

3番

A：Hello.  May I help you?
B：Yes.  Iʼm looking for a birthday present for my 3-year-old daughter.
A：How nice!  Well...how about this bear bag?
B：Wow, itʼs so cute.  She loves bears.  Iʼll take it.
Question：What did the man buy as a present?
くり返します。（会話と質問をくり返す。）

これで問２を終わります。次は問３です。
問３は二人の会話を聞いて，その内容を聞き取る問題です。次の１～４の問いについて最も適当な
ものを，それぞれア～エの中から一つずつ選び，記号で答えなさい。放送は２回くり返します。そ
れでは問題に入ります。
Woman：Did you have a good time on vacation, Sam?
Man ：Yes, we had a great time.
Woman：What did you do?
Man ：Well, on Monday, the weather was really good, so we went for a long walk near the
sea.  It was beautiful.

Woman：That sounds nice.
Man ：On Tuesday, we wanted to climb a mountain, but it was rainy and windy, so we visited some museums.  They were very interesting.
Woman：Okay.
Man ：On Wednesday, we went shopping in the city.  We bought lots of great things.  We
spent a lot of money.
Woman：Oh dear!  That always happens!
Man ：On Thursday we visited a lake.  I wanted to go fishing, but my sister didn't agree.    
So we decided to go swimming.
Woman：Really?  Was the water cold?
Man ：Yes, it was a little!  On Friday we were quite tired, so we went to the beach and relaxed with a book.  And on Saturday we came home!
Woman：Well, it sounds like a great holiday.
くり返します。（会話をくり返す。）
これで問３を終わります。次は問４です。
問４は英語の質問に答える問題です。次の英文が，放送される質問の答えとなるように，１と２の
（

  

）に入る適当な英語 1 語を答えなさい。放送は２回くり返します。それでは問題に入り

ます。
１番

Your fatherʼs brother.  What is he called?
くり返します。（英文をくり返す。）

２番

Something to take pictures.  What is it called?
くり返します。（英文をくり返す。）

これで放送による問題を終わります。解答を書き終わったら、他の問題に進みなさい。

