H30 中学校・英語（予備調査）

「聞くこと」スクリプト

問題は ，□
1 から □
4 まであります。英文が流れる回数は，全て１回です。注意して聞いてください。
メモは，問題用紙の空いている場所に自由に取っても構いません。解答は，全て英語の解答用紙に記
入してください。それでは， □
1 から始めます。１ページを開けてください。
1
□

A

話される英語を聞いて，その内容を最も適切に表している絵を，それぞれ１から４までの中か

E

ら１つ選びなさい。問題は（１）から（４）まで４問あります。解答時間はそれぞれ 15 秒です。そ
れでは始めます。
（１） Close your textbook and raise your hand.
（２） There are a lot of books on my desk, so I can’t study here.
（３）友達同士の会話

A: How will the weather be today?
B: It’s rainy now, but it’ll be sunny in the afternoon.
（４）店員と客との会話

A: May I help you?
B: Yes, I want that T-shirt over there.
A: Which one?
B: The one with three birds and some English words on it.

1 はこれで終わりです。次の問題は， □
2 です。３ページを開けてください。
□
2
英語の時間に，ある生徒が，４枚の絵を見せながらスピーチをしています。生徒は，最初の絵
□

A

A

E

A

E

A

A

E

A

に続けてア，イ，ウをどのような順番で見せたのでしょうか。正しい順番になるように，１つずつ絵
を選びなさい。解答時間は 20 秒です。それでは始めます。

Do you know this animal?
first come to Japan?

Of course, it’s a panda.

It’s very cute.

They came to Japan from China in 1972.

Taking care of them was very

hard for the zookeepers because it was their first time to keep pandas.
at some zoos in Japan.
A

Now we can see pandas

I hope we can see more pandas in Japan in the future.

2 はこれで終わりです。次の問題は， □
3 です。４ページを見てください。
□
E

A

When did pandas

A

E

A

1

3
□
A

A

カナダでホームステイ中のあなたは，友達と山登りをすることになりました。これから，山登

E

りに詳しい人が，次の図を見せながら，あなたに事前のアドバイスをしてくれます。その人が一番伝
えたいことはどのようなことですか。最も適切なものを，下の１から４までの中から１つ選びなさ
い。解答時間は 30 秒です。それでは始めます。

You are going to take Course A and start climbing at ten o’clock tomorrow, right?
you have to take Course B and start earlier.
Course A.
before eight.

Course B takes more time, but it is easier than

Course A is too difficult for junior high school students.

mountain changes quickly.

I’m afraid it’ll be rainy tomorrow afternoon.

Starting at ten is too late.

But

The weather on the
So you need to start

That’s my advice.

3 はこれで終わりです。次の問題は， □
4 です。５ページを開けてください。
□
4
英語の授業中に，先生からある提案があり，用紙が配られました。先生の話を聞いて，あなた
□

A

A

E

A

E

A

A

E

A

の考えを１文以上の英語で簡潔に書きなさい。解答時間は１分です。それでは始めます。

Our English teacher Mike is going back to his country this month.
with him at school.

What do you want to do with him?

Let’s do something

Give me your answers after class.

解答をやめてください。最後に，６ページのアンケートに回答してください。回答時間は 30 秒です。
それでは始めてください。
以上で，「聞くこと」のパートを終わります。

2

