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H31 中学校・英語 「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かまいません。
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 E 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）I get up at six every Sunday and take my dog for a walk. 

（２）Listen to the CD and write your ideas in your notebook. 

（３）外国人の先生と女子生徒の会話 

A: This is a nice poster.  What’s it for, Nanami? 

B: It’s for our school music festival. 

A: When is it? 

B: It’s on October thirteenth. 

（４）家での会話 

A: I’m so hungry. 

B: Today’s dinner is curry and rice.  It will take about thirty minutes to cook. 

Do you have any homework today? 

A: No, I don’t. 

B: Then take a bath before dinner. 

A: OK. 

A□１ E Aはこれで終わりです。次の問題は， A□２ E Aです。３ページを開けてください。 

A□２ E A 英語の授業で，ある生徒が２つの国について調べたことを，次の３枚の絵を見
せながら発表します。生徒はア，イ，ウをどのような順番で見せるでしょうか。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。 
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What countries are these?  Yes, they are the U.K. and Japan.  Both 

countries are the same in some ways.  They are island countries, and cars run on 

the left.  The two countries are different in some ways, too.  In Japan, baseball 

is popular, but in the U.K., it isn’t.  Football is more popular than baseball.  I 

think knowing about the life and culture of other countries is interesting.  I want 

to learn more about them in the future. 

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

A□３ E A アメリカでホームステイ中のあなたは，天気予報を聞きながらピクニックに行
く計画を立てています。ピクニックに行くのに最も適しているのは，何曜日でしょう
か。下の１から４までの中から１つ選びなさい。解答時間は 20 秒です。それでは始
めます。 

    Good morning.  It’s Thursday, April eleventh.  Here’s the weather.  It 

was nice and warm yesterday, but not today.  It will be cloudy and cold in the 

morning, and sometimes rainy in the afternoon.  Tomorrow will be sunny but 

much colder.  The weather will be nice on Saturday, so it will be a good day to 

go outside and enjoy the sun.  On Sunday, it will be rainy again. 

A□３ E Aはこれで終わりです。次の問題は， A□４ E Aです。５ページを開けてください。 

A□４ E A 英語の授業で，来日予定の留学生からの音声メッセージを聞くところです。メ
ッセージの内容を踏まえて，あなたのアドバイスを英語で簡潔に書きなさい。解答時
間は１分 30 秒です。それでは始めます。 

    Hello.  I’m Nick.  I’m looking forward to meeting you.  I’m going to stay 

in your country for two weeks.  I hear that there are a lot of club activities in 

Japanese schools.  I want to try some!  Which club activities can I try?  Can 

you give me some advice?  I’m waiting for your answer.  Thank you. 

解答をやめてください。以上で，「聞くこと」のパートを終わります。 

 


