
令和５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。⑴から⑷ No．1 は，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。⑷ No．2 は，問題冊子に書かれた指示に従って，英語を書きなさい。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。英語は 1度読みます。それでは，始めます。
No．1　Look at No．1 . We are at the park now.  We look at this when we want to know the time.  Which picture shows this?
No．2　Look at No．2 . We usually use this when we carry things on a hiking trip.  Which picture shows this?
No．3　Look at No．3 . The boy wanted to watch TV after doing his homework.  When he finished his homework, his grandmother called him.  It was his 
birthday, so he talked a lot on the phone with her and he could not watch TV.  Which picture shows what the boy did first and second?
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 では館内放送が流れます。それぞれの会話と館内放送の後，“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：Hello, this is Sally.

Ｂ：Hi, Sally.  This is Koji.  Thank you for inviting me to your party yesterday.  I’m calling you because I lost my camera.  Did you see it anywhere?
Ａ：No, I didn’t.  I’ll look for it.
Ｂ：Thanks.  Please call me if you find it.

  Ｑuestion：Why did Koji call Sally?
繰り返します。※　略

No．2　※　Ａ：What are you going to do this afternoon?
Ｂ：My friends will come tomorrow, so I’m going to clean my room.
Ａ：How many friends will come?
Ｂ：Two.  Later, another friend may come.

  Ｑuestion：Why will the boy clean his room?
繰り返します。※　略

No．3　※　（図書館の館内放送）The Wakaba City Library has an event called “Picture Book Reading for Children.”  We have this event on the first Thursday  
of each month from 4：00 p.m. to 5：00 p.m.  In this event, English picture books are introduced each time.  If your children want to join this event, please 
come to the entrance of the library next Sunday at 2：00 p.m.  Thirty children can join this event and we will give a picture book to each of them.
  Ｑuestion：Which is the information you don’t have now?
繰り返します。※　略
これで⑵は終わります。

次の⑶では，中学生の加奈が，最近，隣に引っ越してきた外国人のスミスさん（Mr. Smith）と会話をしています。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 10 秒間で確認しなさい。
（間 10 秒）
英語は 2度読みます。それでは，始めます。

※
Kana：Good morning, Mr. Smith.

Mr. Smith：Good morning, Kana.  Could you tell me where to put this garbage bag?
Kana：Can you see the traffic light?  Turn left at that corner.  Then, you’ll see a garbage station on your right.

Mr. Smith：It’s next to the park, right?  I just went there, but there was nothing there.  So, I thought I was in the wrong place.
Kana：I don’t think so.  Let’s check.

Kana：Oh, you’re right.  There are no garbage bags here, but I understand why.
Mr. Smith：What is it?

Kana：Look at this.  Today isn’t the day for collecting garbage.
Mr. Smith：Oh, I see.  So, I should bring it tomorrow.

Kana：That’s right.  And the day after tomorrow will be a plastic day.
Mr. Smith：Thank you, Kana.

繰り返します。※　略
これで⑶は終わります。

次の⑷では，ある旅行客が駅前でコンサート会場までの行き方を街の人に尋ねています。会話の途中で，セリフの代わりに次のようなチャイムの音（チャイム音） 
が鳴るところがあります。内容に関する No．1 の質問と答えの選択肢を，No．2 の質問と英文を，今から 10 秒間で確認しなさい。
（間 10 秒）
英語は 2度読みます。それでは，始めます。

※
visitor：Excuse me.  How can I get to Shinshu Stadium?

man：Take bus No. 7, but you need to wait for about thirty minutes for the next bus.
visitor：Oh, that’s too late.  Are there any other ways?

man：Do you mean （　　　　　　　　　　　　　　　）?
visitor：Yes, I’m in a hurry.  The concert starts soon.
 man：Well, just take a taxi.  It takes maybe ten minutes.

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）


