
令和４年度入学者選抜学力検査問題　　英語リスニングテスト台本

（三点チャイム）
〔アナウンス　3〕

これから英語の学力検査を始めます。問題冊子を開き，問題が 2ページから 9ページに印刷されていることを確認してください。（間 5秒）次に，解答用紙
に受検番号と志望校名を書いてください。受検番号は算用数字です。解答は，すべてこの解答用紙に書いてください。

（間 15 秒）
それでは，【問 1】リスニングテストを行います。問題冊子の 2ページ， 3 ページを開きなさい。
問題は，⑴，⑵，⑶，⑷があります。どの問題も，英語を聞いて，質問の答えとして最も適切なものを，アからエの中から 1つずつ選び，記号を書きなさい。
英語は，⑴では 1度，⑵，⑶，⑷では 2度読みます。メモをとってもかまいません。

まず，⑴から始めます。⑴は，No．1 から No．3 のそれぞれの絵を見て答える問題です。No．3 は 2 人の会話の後，“Ｑuestion” と言ってから，内容についての
質問をします。英語は 1度読みます。それでは，始めます。
No．1　Look at No．1 . People use this to keep food and something to drink cool.  Which picture shows this?
No．2　Look at No．2 . People go to this place to take a train.  Which picture shows this?
No．3　Look at No．3 . Ａ（ｆ）：I hear that the lion in this zoo is popular.  What do you want to see today?

Ｂ（ｍ）：I want to watch the penguins before lunch.  We can’t watch them in the afternoon.
Ａ（ｆ）：OK.  We’ll watch them first.
Ｂ（ｍ）：Then, we’ll go to see the lion.  After that, let’s eat lunch.

Ｑuestion（ｆ）：Which picture shows what they are going to do first and second at the zoo?
これで⑴は終わります。

次の⑵では，No．1 と No．2 で 2 人が会話をしています。No．3 ではアナウンスが流れます。それぞれの会話とアナウンスの後，“Ｑuestion” と言ってから，内容
についての質問をします。英語は 2度読みます。それでは，始めます。
No．1　※　Ａ（ｆ）：Hi, Ken.  What are you doing?

Ｂ（ｍ）：I’m looking for Ms. Smith.
Ａ（ｆ）：I saw her in the gym a few minutes ago.

Ｑuestion（ｍ）：What will the boy say next?
繰り返します。※　略

No．2　※　Ａ（ｆ）：Thank you for making dinner, Mr. Tanaka.
Ｂ（ｍ）：You’re welcome.  What did you like the best?
Ａ（ｆ）：Everything was good, but the tonkatsu was the best.
Ｂ（ｍ）：I’m happy to hear that.  Would you like some green tea?

Ｑuestion（ｆ）：What will the girl say next?
繰り返します。※　略

No．3　※　Thank you for visiting our department store today.  We are having a special event this week on the third and sixth floor.  On the third floor, some 
sports shoes were 4,000 yen last week, but they are 2,000 yen now.  Also, you can buy winter goods under 1,500 yen on the sixth floor.  Please visit these floors.

Ｑuestion（ｍ）：What did you hear about?
繰り返します。※　略
これで⑵は終わります。

次の⑶では，日常生活について調査をしたタカシが，グラフを示しながらクラスで調査結果を発表しています。内容に関する No．1 と No．2 の質問と答えの 
選択肢を，今から 15 秒間で確認しなさい。
（間 15 秒）
英語は 2度読みます。それでは，始めます。

※
In Japan, if we need a plastic bag when we go shopping, we have to pay for it.  My grandmother taught me how to make a shopping bag.  I use it 

almost every time when I go shopping.  I wanted to know how many of you in our class bring your own shopping bags when you go to a store.  So, I asked 
you.  There are thirty-four students in our class.  Half of us use our own shopping bags every time.  But seven of us have never used one before.  The other 
students use them sometimes.  From this information, more of us should use our own shopping bags.
繰り返します。※　略
これで⑶は終わります。

次の⑷では，リサが外国でツアー旅行に参加しています。旅行の途中で，ツアーガイドが予定の変更を説明し，リサはその変更点をメモしながら聞いています。
内容に関する質問と答えの選択肢を，今から 15 秒間で確認しなさい。
（間 15 秒）
英語は 2度読みます。それでは，始めます。

※
It’s raining today.  We have to change the plan.  First, we wanted to ride horses in the animal park, but we can’t today.  So, please come to the hotel 

entrance at 10：00 a.m., and we’ll visit a museum.  Second, for lunch, our plan was to eat fried fish by the river.  Instead, we’ll go to the best pizza restaurant 
in town, called Green Forest.  Finally, please return to the hotel before 5：30 p.m. because there will be a special music show this evening.  I hope you have 
fun today.
繰り返します。※　略

〔アナウンス　4〕

これでリスニングテストを終わります。続いて，【問 2】へ進んでください。なお，声を出して読んではいけません。

（四点チャイム）


