
令和○年学力検査 外国語（英語）聞き取り検査の台本 全日制課程

（聞き取り検査指示）

これから英語の聞き取り検査を行います。「始め」という指示で，すぐこの表紙に受検番号を書きな

さい。続いて，解答用紙に氏名と受検番号を書き，受検番号については，マーク欄も塗りつぶしなさい。

なお，「始め」という指示のあと，次の指示があるまで１分，時間があります。では，「始め」。(１分)

それでは，聞き取り検査の説明をします。問題は第１問と第２問の二つに分かれています。

第１問。

第１問は，１番から３番までの三つあります。それぞれについて，最初に対話を聞き，続いて，対話

についての問いと，それに対する答えを聞きます。そのあと，もう一度，対話と問い，それに対する答

えを聞きます。必要があればメモをとってもよろしい。

問いの答えとして正しいものはマーク欄の「正」の文字を，誤っているものはマーク欄の「誤」の文
せい ご

字を，それぞれ塗りつぶしなさい。正しいものは，各問いについて一つしかありません。それでは，聞

きます。

（第１問）

１番

Emily: Thank you, Mike. I’ll never forget your kindness.

Mike: You’re welcome, Emily. I’ll keep in touch with you from here in London.

Emily: I’ll send you e-mails from New York.

Question: What is true about this dialog?

a Emily and Mike are sending e-mails now.

b Emily is very kind to Mike in New York.

c Emily and Mike will keep in touch.

d Mike will never forget Emily’s kindness.

それでは，もう一度聞きます。（対話と問い，それに対する答えを繰り返す。）

２番

Mr. Brown: Good morning, everyone. Who wants to give a speech today?

Keiko: Let me try, Mr. Brown!

Mr. Brown: OK, Keiko, please come to the blackboard.

Question: What is the scene of this dialog?

a Mr. Brown will give a speech.

b Mr. Brown and Keiko will make a speech together.

c Keiko’s classmates will give a speech.

d Keiko will make a speech to everyone.

それでは，もう一度聞きます。（対話と問い，それに対する答えを繰り返す。）

３番

Lucy: Dad, I’m planning to go to Midori City tomorrow.

Dad: What’s your plan, Lucy?

Lucy: Jane and I will see a movie. Could you take us to the theater?



Question: What will the father say next?

a Sure. What time will the movie start?

b Of course. Let’s meet Jane in front of the theater.

c No. I don’t have much time today.

d No, thank you. How about you?

それでは，もう一度聞きます。（対話と問い，それに対する答えを繰り返す。）

第２問。

第２問では，最初に, 英語による天気予報を聞きます。続いて，天気予報についての問いと，それに

対する答えを聞きます。問いは問１と問２の二つあります。そのあと，もう一度，天気予報と問い，

それに対する答えを聞きます。必要があればメモをとってもよろしい。

問いの答えとして正しいものはマーク欄の「正」の文字を，誤っているものはマーク欄の「誤」の文
せい ご

字を，それぞれ塗りつぶしなさい。正しいものは，各問いについて一つしかありません。それでは，聞

きます。

（第２問）

Now we bring you tomorrow’s weather information in Aichi. This week, it’s getting
warmer and spring is coming. Surprisingly, the swimming season has already started in
Okinawa and the high will be 26 degrees Celsius. Then, in Aichi, we’ll have cloudy
skies in the morning. It’ll rain in the afternoon. The high will be 12 degrees and the low

will be 4.

問１ What season is it in Aichi?

a It is between fall and winter.

b It is between winter and spring.

c It is after summer.

d It is before winter.

問２ What will the weather be in Aichi tomorrow?

a It will be warm and the high will be 26.

b It will be cloudy, and later sunny.

c It will be cold and the low will be 12.

d It will be cloudy, then rainy later.

それでは，もう一度聞きます。（天気予報，問い，問いに対する答えを繰り返す。）

それでは，「やめ」の指示があるまで見直してください。時間は１分程度です。(１分程度)

「やめ」。これで，聞き取り検査を終わります。

監督者は，聞き取り検査の解答用紙を回収してください。

受検者は，そのまま静かに待機しなさい。


