
平成２８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 Taro often sings at home. 

イ Taro studies at home every day. 

ウ Taro sometimes plays the piano at home. 

（×２） 

 

Two： 

ア It’s a nice day in August. 

イ It’s a nice evening in April. 

ウ It’s a nice evening in January. 

（×２） 

 

Three： 

ア It’s October the 20th. 

イ It’s November the 20th. 

ウ It’s December the 20th. 

（×２） 

 

Four： 

ア A guitar is on the computer. 

イ A guitar is on the book. 

ウ A guitar is on the bed. 

（×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、アキコとボブの会話です。

アキコの最後の言葉に続く、ボブの言葉として最も適しているものを、下のア～エからそ



れぞれ一つずつ選びなさい。 

 

One： 

Akiko:  Whose pen is this, Bob? 

Bob  :  It’s mine, Akiko. 

Akiko:  Where is my pen? 

（×２） 

 

Two： 

Akiko:  Do you have an animal at home, Bob?  

Bob  :  Yes, I do. 

Akiko:  What animal do you have? 

（×２） 

 

Three： 

Akiko:  I like music.  Do you play the piano?  

Bob  :  Yes, I do, Akiko. 

Akiko:  Where do you play it? 

（×２） 

 

Four： 

Akiko:  Do you eat breakfast every morning? 

Bob  :  Yes, I do. 

Akiko:  What time do you eat it? 

（×２） 

 

それでは、問題３を見てください。ハナコと留学生のベンが、立ち話をしています。二人

の会話を聞いて、【質問】(1)～(2)に答えなさい。なお、下に【聞き取りメモ】がありま

す。聞き取った内容を書いて、【質問】に答えるときに活用してください。メモは、日本

語でも英語でもかまいません。また、得点には関係ありません。 

 

Ben   :  What time do you get up on Sunday, Hanako? 

Hanako:  I get up at ten.  What time do you get up, Ben? 

Ben   :  At seven. 

Hanako:  What do you do on Sunday mornings? 

Ben   :  I practice baseball with my friends.  Who gets up first in your family on 



Sunday? 

Hanako:  My brother, Taro, gets up at eight and goes to his school and plays soccer.  

Ben   :  How about you, Hanako?  What do you do on Sunday? 

Hanako:  I listen to music and sometimes read books. 

Ben   :  I like music, too. 

（×２） 

 

それでは、問題４を見てください。留学生のキャロルはマキの家にホームステイしていま

す。キャロルはケイタとバス停で出会い、話をします。 

時間を１分与えますので、次の【地図】と下の【質問】を読みなさい。そのあとキャロル

とケイタの会話が放送されます。それを聞いて【質問】(1)～(5)に答えなさい。では【地

図】と【質問】を読みなさい。 

 

読むのをやめなさい。続いてケイタとキャロルの会話が放送されます。メモを取ってもか

まいません。では始めます。 

 

Keita:  Hello, Carol.  

Carol:  Hi, Keita.  Oh, you have a dog.  Is this your dog? 

Keita:  Yes.  How about you? 

Carol:  No, but Maki has a dog and two cats.  Maki and I go to the park with her dog 

every morning.   

Keita:  Really?  I play tennis there every Sunday. Do you like tennis?  Please play 

tennis with me. 

Carol:  I’m sorry.  I don’t play tennis.  Maki and I play soccer.  Every Sunday 

morning, we play soccer at eight at school.  This Sunday, how about going to the 

park with Maki and the dogs in the morning? 

Keita:  That’s good.  So, see you at the park at eleven on Sunday?  OK? 

Carol:  OK.  See you. 

（×２） 

 

これでリスニング問題を終わります。 


