①

英語 (リス エ ング) ス

ク リプ ト

○音声確認
これ か ら音量 を調節 します。
英語 の音声 を約 30秒間流 します。そ の間 にあなたが聞 きやす い音量に調節 して くだ さい。
この英語 は,問 題 そ の もので はあ りませんので ,内 容 を把握す る必要 はあ りませ ん。
音声 の最後 でイヤホ ン を外す よ う指示 します 。指示 があった ら,す ぐに外 し,机 の上 に置
いて くだ さい。
それでは音量 の調節 を始 めます 。
M:Let's talk about the newsletter,

:OK,lct's check what wc'vc gOtSO far We've decided to have one mah stott and onc short sto呼
,
地 ht?
A/1:Right. And、vhat about pictures? Should、ve havc onc for each sto呼?

WiI'm mOt sO surc aboutthat.Mttbe it ttould bc too much How aboutjust forthe
main sto呼
?
NI:Thatsounds good Now,、vhatヽ
Vlll our stohes be? We could do one aboutthe students、
vho visited
iom Ha、 vail,M"e we COuld use one ofthc photos thtt sent us

これで音ど
たの調節 は終わ りです。
この あ と,監 督者 の指示で試験 を始めますが ,音 量 は,試 験 の最 中いつ で も,調 節 で きま
す。
なお ,次 の再生 ボ タ ン も,「 作動 中ラ ンプ」 カミ
光 るまで長 く押 し続 けるボタ ンです か ら注
い
意 して くだ さ 。
では, イ ヤホ ン を耳か ら外 し, 静 かに机 の上 に置 いて くだ さい。
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○試 験問題 (英語 の音声 は 2回 流れ ます 。)
これ か らリス ニ ングテス トを始 めます。
この試験では,聞 き取 る英語 は 2回 流 します。質問文 と選択肢 は音声で はな く,す べ て問
題 冊子 に印用Jされてい ます。
問題 を解答す る ごとに解答用紙 にマ ー ク して くだ さい。問題冊子 に記入 しておいて ,解 答
時間 の途 中や最後 にま とめて解答用紙 にマー ク してはい けませ ん。なお ,聞 き取 る英語 の あ
とに,音 声 の流れ ていない時 間 があ ります。 それが解答 をマー クす る時間です。音声 が流れ
て い な くて も,赤 い ラ ンプが今 の よ うについていれ ば故障ではあ りませ ん。
で は ,始 め ます 。 4ペ ー ジ を開 いて くだ さい 。

第 1 問 第 1 間 は間 1 か ら問 6 ま での 6 間 です。それぞれ の問いについて対話 を聞き, 答
えとして最 も適切なもの を, 四 つの選択肢 ( ①〜④) の うちか ら一つず つ選びな さい。
Ouestion No.1
ヽ在:Is this the gatc for Flight 557 1caving for Singaporc at 5:00 p rn?
WI Ycs,but your night has been delayed
NIti Really?How iong?
ミ｀
、T、vo hours.Plcasc come back 15■linutes before departurc
Ｗ Ｍ Ｗ Ｍ

Ouestion No.2
7 unif01Hl.
Lctウs putthe tealn naFne On the slceve ofthc ne■
Maybc the namc shodd be on the iont.
OK,How about puttmg the logo on the slcevc?
Good idea.

Ouestion No.3
ヽイ:Isn'tthe soccer gamc startmg no、v?
W:Ycah,butrny favorite drama comes on in an hour on another channel(
mati s。
,should l rccord thc game?
Wi That'sOK.I'1l rccord my prograln.

Ouestlon No̲4
Wi

Let's

takc

the

subway

from

Centervillc

ぶ江:I don't likc thc Rcd Lhe because it only runs cvery 30 Hllnutes.
Wi Then we should takc thc Bluc Line
matl That's a good idea
Ouestion No.5
NIti Lct's gct a ncw alallll clock.
Wi Yes,this、 vhite one looks rcally easy to rcad
Nati Thcy have a black onc、vitt big hands,too
WiOK,let's order that one
Ｍ Ｗ Ｍ Ｗ

Ouestion No 6
The sign says admission is live dollars each.
But sincc、
ve'rc a group,、
ve can savc a dollar on each ticket
We have clcven studcnts and tcachers areecl予
Sounds宮 ood.

これで第 1間 は終わ りです 。8ペ ー ジを開いて くだ さい。
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第 2 問 第 2 問 は間 7 か ら問1 3 までの 7 問 です。 それぞれ の問い について対話を聞き, 最
後の発言に対す る相手 の応答 として最 も適切なもの を, 四 つの選択肢 ( ①〜④) の うちか ら
一つずつ選びな さい。
では, 始 めます。
Ｗ Ｍ Ｗ

Ouestion Nò7
恥hcre should wc si?
How about that table?
But there aren't enough chairs for all oflls

Ｍ Ｗ Ｍ

Oucstion No 8

Is

e v e t th be or Ⅲ
e now?

We're still missmg N【
argarct
Oh,■ ow l rclnembcr.Shc said she can'tinake i

Ｍ Ｗ Ｍ

Ouestion No.9
I hcard you're sttdying Spanish.
Yes,I listen to a radio program cvctt day
Grcat!Ho、 v do you like it so far?

Ｍ Ｗ Ｍ

Ouestion No 10
Hwり

up! We're ttnning latcl

Hold ono Wllere did l put my pursc?
I saw itin the kitchen。

Ouestion No.11
NIti Excusc nlc How can l getto Attr Kato's ottice?
Wi Take the clcvator to thc third floor lt's the flrst rooェ
l on yOur right.
Nati Thank vou

Ouestion No.12

W, Wow!That's nicc.Is i ncw?
MI Yes,thanksi ljust bought i lts Sに
pcrfcctly around my wrist,and it keeps accuratc timc.
Wi No,■

o 正 FnCant your tie

Oucstion No 13
Wi WVhere should lincct you?
ヽ在: The south cntrancc.Therc'rc threc entrances to the zoo.Thc south cntrance has a big picturc ofa
monkey on it
Wi l hope l can flnd it.

これで第 2間 は終わ りです 。 10ペ ー ジ を開 いて くだ さい。
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第 3問 第 3問 はAと Bの 二つの部分に分 かれています。
第 3 問 A は 問 1 4 から問 1 6 までの 3 間 です。それぞれ の問 いについて対話 を開 き, 答 えと し
て最 も適切な もの を, 四 つの選択肢 ( ①〜④) の うちか ら一つず つ選 びな さい。
では, ど
始めます。
Ouestion No.14

'1l cost 50 dollars
WI Have you heard aboutthe ne、 v la、
v? ヽVhcn you rent an apartment and have a pct,北
extra a month
N4ti So,、
vith a cat and a dog you'd pay double?
Wi ttg比 .
mlti wvhat about fbur ish in a bo、
vl? Would you havc to pay 200 dollars?
Wi WVcll,a pctis a pct.

Ouestion No。15
Wi Sor呼,but isn't this 9A?
M:Yes,it is
W:Well,I've rcservcd ttlis scat
NIti But my tickct says.…oops,I rcserved 19A SO〔 町 ,I)1l movc,but flrst lct mc gathcr my thttgs

Wi【
h,don't bothcr.I'1ljust sit in the seat you rcscttcd
ヽ仁t Thank you

Ouestion No.16
NIti

Could

l

t a k 的m
e ao l dr aovy、
? o鮮

Wi Wcll)、vc'rc prctty busy on Saturdays.
卜在tl kno、
v,but l'd likc to attcnd my fricnd's、
vcdding. I can、vork an cxtra day ncxt、
vcck instead.
W:I

gucss

that'1l

work,but

next

timc

lct

これで第 3問 Aは 終 わ りです 。 11ペ ー ジ を見て くだ さい。
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第 3 問 B は 間 1 7 から間1 9 までの 3 間 です。長めの対話 を一つ聞き, 問 い に対す る答えと し
て最も適切なもの を, 六 つの選択肢 ( ①〜⑥) の うちか ら一つずつ選びな さい。
対話 の場面 と問 いが問題冊子 に書かれているので, 今 , 読 みな さい。
では , 始 め ます 。
Oucstions No 17 to 19
N4t:Look at this wcbsitc.It shows the top three female baby names in the U.S.by decadc.
Wils lny name therc?
M:Lct's sce … yOur nalnc was the most popularin the 70s
Wi That's、vhen I、vas bom. Look,光 ″ノ andPレ物7パs,、vere also popular then. And l haveおwo fncnds
、
vith those names
N4ti And your narnc、
vas still popular in the 80s lt、
vas rankcd sccond
Wi My grandmother's namc wasthc most popular wttn she was bom in the 30s,and sね
yed thc most
popular for another nvo decades.
ヽこi五デ
″aa、 vas very popular back then,too
Wi And there are some nalnes that only appcar once.
NIti Yeah,1lkeと,sαand S″s,れ in the 60s
Wi HOMF abOut now?
M:Thc top threc arcど 初ブ
ヶ ル筋力Sθれ and Z初 初α

Wi輸
M:It's

ど初7 ウW C n t f r o m t h i r d t t t h e m o s t p o p u l a r i n o n e d e c a d c .
̀…
intcrcstitt

to

scc

h oowf ntahlcn cpso明pcus脇
l aorvⅢ
er

これで第 3問 Bは 終 わ りです。 12ペ ー ジ を開 いて くだ さい。
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第 4問 第 4問 もAと Bの 二つの部分 に分 かれています。
第 4問 Aは 問20か ら問22までの 3問 です。それぞれ の 問 い につい て英語 を聞 き,答 えと し
て最 も適切な もの を,四 つの選択肢 (①〜④)の うちか ら一 つず つ選 びな さい。
では,始 めます 。
Oucstion No.20
When l ttrst calne to Japan,I、
vas surp五scd、vhen people asked ifI、
vas annoン
cd by the sounds of
't
血sects such as cicadas.They had heard many westem people could■ stand such sounds Acmally,thc
sound ofcicadas一 which arc called s物′in Japancsc一makes me feel at home.When l was growing up,
the cicadas would sing in a treejust outside my bedroom window

all

su

bed,1lstcnhg to their peace血
l songo WVhen l heard the cicadas duttng my arst suIIIIner in Japan,it
brought back happy childhood lncmohcs
Ouestion No.21

Hello,Takash?This is Rosc.I'm in Kyoto now l ettoyed Staymg with you and your ttly last weck.
Sortt to bothcr you,but I've got a problem l can't ind my gio
thern on thc table in the bedroom,but I'In not sure They're green and match my coat lfyou havet
can you please call me hcrc?The numberis.… oh,I hardly stty in my hotel room,so I'1l contact you
again tomorrolv Thattks.Talk to you later

Oucstion No 22
Wclcomc to Nftarine Park.Bcforc you bcgin your marinc advcnturc,wc have a few almouncemcnt
make
As always,from 12:30,you can sce our vctt popular sea animal sho、

v with dolphinsjumping through

hoops and playing baskctball We are sor=y that Pcnguin Villagc is closcd today,but starting at 3:00,in
addition to our usual attractions,you can scc your favorie anllnation characters shg and dance in the
plaza in front ofthc watcrfall.You can gct there easlly ifyou takc thc lniniamre train from thc
infollllation center.Don't rniss this cxc北
血g eventi

これで第 4問 Aは 終わ りです 。 13ペ ー ジを見て くだ さい。
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第 4 問 B は 問 2 3 か ら問 2 5 まで の 3 間 で す。 これか ら流れ る英語を聞き, そ れぞれ の問 いの
答 え と して 最 も適 切 な も の を, 四 つ の選 択肢 ( ①〜④) の うちか ら一つずつ選びなさい。
で は , 始 めま す 。
Ouestions No.23 to 25

As the head ofthe lntemational Rclations Department l aln pleased to announce
our neH′
online
′
.丸駐er hosting an mtemational conference on giobal issucs,the department
qg夕
joumal,効夕G′οうα″乃′
startcd a blog to stty in touch and commuttcatc aboutimponntissues such as the cnergy chsis and
human rights Soon our blog startcd to attract excting ideas and articles fromjoumalists,
evcn students、
vho had heard about us.In fact,some ofthe best responscs to vere
our biog、
llom non‐
acadelnics and studellts、
vho ack■o、
vledged the settousness ofthese issues.
Thcrcforc,whcn、 ve decided to follll the editorial group,students、
verc also included.A profcssor in
our dcpartmcnt、vas chosen as the chiefeditor,but the assistant ed■
or is a student、
vith prcvious

expericnce ediing an onlinejoumal
抑物 C′οあ冴 乃′
′
qg夕 胡 1l be a brldge betweenJoum】 ists,scholars and sttdcnts who sharc a corlmon
血 ercst in giobal issues.Our ttenttal o町 ectiVe is to make worid leaders a、
vare ofour conccms,
cspecially thosc ofyoung people.They're the ones、

vho、vill inhcri thc carth We、vould likc thosc

lcaders to rcalize this.Thank vou for vour tilnc.

これで , 問 題 を開 く部分 はす べ て終わ りです 。
この後 は, 監 督者 の 「
解答や め」 の指示 があ るまで , 解 答 を続 ける ことがで きます。
これ か らイヤホ ン を外 して もらい ます。 そ の時 に, イ ヤホ ンが机 に当た つて音 を立てな い
よ う注意 して くだ さい。
では, イ ヤホ ン を耳か ら外 し, 静 かに机 の上 に置 いて くだ さい。
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