
 

平成２９年度中学生チャレンジテスト 第２学年 英語リスニングスクリプト 

≪約１０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。これから流れる(1)～(5)はジャックとマリの会話です。

ジャックの最後の言葉に続く、マリ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： 

Jack:  Hi, Mari.  It is very cold today. 

Mari:  I think so, Jack.   

Jack:  Which season do you like? 

（×２） 

 

Two： 

Jack:  I want to read a book about Japan. 

Mari:  You can borrow some books at the library. 

Jack:  How many books can I borrow? 

（×２） 

 

Three： 

Jack:  It’s seven fifteen.  Let’s go to school now, Mari. 

Mari:  Please wait. 

Jack:  OK.  When can we leave the house? 

（×２） 

 

Four： 

Jack:  Did you see that new movie? 

Mari:  Yes, I did. 

Jack:  How was it? 

（×２） 

 

Five： 

Jack:  Mari, I will go to the city museum. 

Mari:  Oh, what can you see there now? 



 

Jack:  We can see many old Japanese pictures.  Will you go there with me? 

（×２） 

 

それでは、問題２を見てください。マリは留学先の学校でりんご園へ遠足に行くことにな

りました。【黒板】に書かれた遠足に関する予定の一部を見ながら、マリとブラウン先生（Mr. 

Brown）が話をしています。時間を３０秒与えますので、次の【黒板】の内容とあとの【質

問】を読みなさい。そのあと、マリとブラウン先生の会話が放送されます。それを聞いて、

【質問】(1)～(4) 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。では【黒板】と【質問】を読みなさい。 

 

Mari  :  Mr. Brown, will we go to Apple Park? 

Brown:  Yes, we will go there on October 12. 

Mari  :  Will we go by train? 

Brown:  No. We will go by bus from our school.  It will take about an hour from our  

school. 

Mari  :  Can we eat apples there? 

Brown:  Yes.  Every student can eat some apples and take 6 apples home.   

Mari  :  Wow, I like apples.  I will eat them with my family at my house. 

Brown:  We can’t buy food at the park.  Bring your lunch, please.  

Mari  :  I see. 

Brown:  After lunch, we will leave there at 2 o’clock in the afternoon, and come back to  

school. 

（×２） 

 

それでは、問題３を見てください。天気予報が英語で放送されます。これから流れる司会

者と気象予報士の会話を聞いて、それに続く(1)～(3) の質問に対する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。会話を聞きながら、メモ

をとってもかまいません。 

 

A:  It is the time for weather.  How is the weather in Osaka today? 

B:  It is sunny and warm. 

A:  How is the weather in other places today? 

B:  Well, let’s look at the weather in Fukuoka.  Today, it is rainy and very cold.   

A:  How about Hiroshima? 

B:  It is cloudy and cold now.  It will rain at night. 

A:  How will the weather be in Osaka tomorrow?  

B:  It will be rainy and cold. 



 

A:  When will it rain in Osaka tomorrow? 

B:  It will rain in the afternoon.  

A:  Please take your umbrella tomorrow.  See you! 

【質問】 

(1) How is the weather in Osaka today? 

(2) How is the weather in Hiroshima now? 

(3) When will it rain in Osaka tomorrow? 

（×２） 

 

これでリスニング問題を終わります。 


