平成３０年度中学生チャレンジテスト
≪約１５分間≫

第１学年

英語リスニングスクリプト

＜放送開始〉
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３つの説明文が放送されます。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１つずつ選びなさい。

One：
ア She plays basketball.
イ She reads a book.
ウ She plays the piano.
（×２）
Two：
ア March 12th is Mari’s birthday.
イ May 12th is Mari’s birthday.
ウ July 12th is Mari’s birthday.
（×２）
Three：
ア He eats an apple at seven.
イ He listens to music at seven.
ウ He plays tennis at seven.
（×２）
Four：
ア
イ

Wataru plays tennis with his brother on Sunday.
Rika watches TV with her sister on Sunday.

ウ Tomomi studies English with her friend on Sunday.
（×２）
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それでは，問題２を見てください。これから放送される（１）～（４）は，ベティとアキ
ラの会話です。アキラの最後の言葉に続く，ベティ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１つずつ選びなさい。

One：
Betty ：Do you like dogs, Akira?
Akira ：Yes, Betty. I like dogs.
（×２）
Two：
Betty ：Akira, where is Mr. Takahashi?
Akira ：Who is he, Betty?
（×２）
Three：
Betty ：I play tennis every Saturday, Akira.
Akira ：Really? I play tennis every Saturday, too.
（×２）
Four：
Betty ：What time do you get up, Akira?
Akira ：I get up at seven. How about you, Betty?
（×２）
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それでは，問題３を見てください。ローラとケンタの会話が放送されます。２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１つずつ選びなさい。
Laura ：Hi, Kenta.
Kenta ：Hi, Laura. Your bag is very big. What do you have in your bag?
Laura ：I have pencils, CDs, and tennis balls. Kenta, your bag is very big, too.
What do you have in your bag?
Kenta ：I have my computer.
Laura ：Oh, do you like computers?
Kenta ：Yes. How about you, Laura?
Laura ：Me, too. But I don’t have a computer. I want a computer.
Do you study about computers?
Kenta ：Yes, I do. I study about computers on Monday and Thursday.
Laura ：Let’s study about computers.
Kenta ：How about Thursday?
Laura ：OK. Let’s study about computers on that day.
Kenta ：OK. Let’s meet at four o’clock. See you.
Laura ：See you.
（×２）
それでは，問題４を見てください。ゲンキとホリーは，｢ミュージックトレイン｣という名
前の学校音楽隊の【ポスター】を見ながら話をしています。時間を１２０秒与えますので，
【ポスター】と【質問】を読みなさい。そのあとゲンキとホリー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，ゲンキとホリーの会話を放送します。
Genki ：Hi, Holly!
Holly ：Hi, Genki! Look! I play the guitar in “Music Train.”
“Music Train” is the name of this school’s music team. Do you like music?
Genki ：Yes, I do. I play the violin.
How many days do you practice music in “Music Train”?
Holly ：Two days. On Wednesday and Friday.
Genki ：Do you sing in “Music Train,” too?
Holly ：No, I don’t. Come to “Music Train” with me. Please play with us.
Genki ：OK. Let’s go.
（×２）
これでリスニング問題を終わります。＜放送終了＞
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