
 

平成２９年度中学生チャレンジテスト 第１学年 英語リスニングスクリプト 

≪約１５分間≫ 

 

これからリスニング問題を始めます。英語はすべて２度ずつ放送します。答えはすべて解

答用紙に記入してください。放送を聞きながらメモをとってもかまいません。 

 

それでは、問題１を見てください。次の(1)～(4)のそれぞれの絵に関して、これからア～

ウの三つの説明文が流れます。絵の内容を最もよく表しているものを、そのア～ウからそ

れぞれ一つずつ選びなさい。 

 

One： 

ア She runs to school now. 

イ She has a bag now. 

ウ She plays tennis now. 

（×２） 

 

Two： 

ア A cat is on the cap. 

イ A cat is in the car. 

ウ A cap is in the cat. 

（×２） 

 

Three： 

ア We study English in the classroom. 

イ We study science in the classroom. 

ウ We study math in the classroom. 

（×２） 

 

Four： 

ア Keita plays soccer on Tuesday. 

イ Mika plays the guitar on Thursday. 

ウ Masaki plays the violin on Tuesday. 

（×２） 

 

それでは、問題２を見てください。これから流れる(1)～(4)は、アキとベンの会話です。

アキの最後の言葉に続く、ベンの言葉として最も適しているものを、あとのア～エからそ

れぞれ一つずつ選びなさい。 



 

 

One： 

A:  Ben, is John your friend?  

B:  Yes, he has many cats, Aki. 

A:  How many cats does he have? 

（×２） 

 

Two： 

A:  I like your dog very much. 

B:  Thank you. 

A:  Where is it? 

（×２） 

 

Three： 

A:  Ben, do you play baseball? 

B:  No, I don’t. 

A:  What do you play? 

（×２） 

 

Four： 

B:  What time do you get up? 

A:  I get up at seven in the morning.  How about you? 

（×２） 

 

それでは、問題３を見てください。ボブとアカネが話をしています。二人の会話を聞いて、

【質問】(1)～(3)の答えとして最も適しているものを、あとのア～エからそれぞれ一つず

つ選びなさい。 

 

Bob  :  Hi, Akane! 

Akane:  Hi, Bob! 

Bob  :  Akane, you have a big bag!  What do you have in your bag? 

Akane:  I have three music CDs, some pictures and two books about guitar. 

Bob  :  Oh, you like music.  Do you play the guitar? 

Akane:  Yes.  I like music and I play the guitar.  What do you have in your bag? 

Bob  :  I have a soccer ball in my bag. 

Akane:  Oh, you have a soccer ball in your bag. 



 

Bob  :  Yes.  It is for my birthday. 

Akane:  Is today your birthday? 

Bob  :  Yes, my birthday is March 30. 

Akane:  That's nice, Bob! 

Bob  :  Thank you. 

（×２） 

 

それでは、問題４を見てください。ジェーンとサトルは、City Zoo（市立動物園）の【ポス

ター】を見ながら話をしています。時間を４０秒与えますので、【ポスター】と【質問】を

読みなさい。そのあとジェーンとサトルの会話が放送されます。それを聞いて【質問】(1)

～(4)に答えなさい。では【ポスター】と【質問】を読みなさい。 

 

続いて、ジェーンとサトルの会話を放送します。 

 

Jane  :  Satoru, I go to City Zoo in the morning every Saturday. 

Satoru:  What do you do at the zoo?   Do you run at the zoo, Jane? 

Jane  :  No.  I watch the animals and eat breakfast. 

Satoru:  Wow!  You watch the animals in the morning! 

Jane  :  Yes, Satoru. 

Satoru:  What time do you get to the zoo every Saturday? 

Jane  :  At eight thirty.  

Satoru:  What animal do you like?  

Jane  :  Cats. 

Satoru:  Do you see cats at City Zoo? 

Jane  :  No, I don't.  But I have three cats. 

Satoru:  You have three cats!  And every Saturday you go to the zoo! 

Jane  :  Yes.  I like the zoo very much. 

（×２） 

 

これでリスニング問題を終わります。 


