２０１９年度
沖縄キリスト教学院大学
一般入学試験問題（前期日程）
英

語リスニング
受 験 上 の 注 意 事 項

1.

この 問題 は、 Ｃ Ｄか ら聞 こえ る英 語に応 答 する テス トで す。

2.

こ の問 題は 5ペ ージ です 。 4～ 5ペ ージ に 記述 用の 解答 用紙 があり ま す。
監 督 者の 指示 によ り 問 題の枚 数 とペ ージ を確 認し 、もし 間 違い があ ると
き は 交換 を申 し出 てく ださい 。

3.

解 答用 紙は ２ 種類 あり ます 。
<1～ 13>ま では マー クシ ート に 、 <14～ 17>は 直接 問題用 紙 に解 答し 提出
し ま す。
マ ー クシ ート およ び解 答用紙 （ 4ペー ジ） に受 験番 号と 氏 名を
記 入 して くだ さい 。

4.

マ ーク シー ト の記 入法 と取 り扱 いにつ い て

]

1） 鉛 筆 （Ｈ Ｂま たは Ｂ） を使用 す る。
※ シャ ープ ペン シルは 使 用し ない こと 。

[

2） 解 答 カー ド番 号は 2 を ぬり つ ぶす ｡ 受験 番号 は４ 桁を ぬ りつ ぶす ｡
3） マ ー クシ ート に解 答を 記入し た 後の 訂正 はで きる だけ避 け るこ と。
4） や む を得 ず解 答を 訂正 すると き は、 二重 解答 と読 み取ら れ るこ との
な い よう に、 消し ゴム で完全 に 消し てか ら新 しい 答えを 書 くこ と。
5） マ ー クシ ート の読 み取 りは、機 械処 理を しま す。カー ドを 折 った り、
落 書 きし たり 、汚 した りしな い こと 。
5.

Ｃ Ｄも しく は 問題 用紙 にあ る指 示文に 従 って 解答 して くだ さい。

6.

テ スト 中、 騒 音を たて ない よう 特に注 意 して くだ さい 。

7.

"The end of the Listening Test" と い う終 了の 合図 で試 験は終 了 し ､
マ ーク シー ト およ び解 答用 紙を 直ちに 回 収し ます 。
（ マー クシー ト 記入 時間 は特 に設 けてい ま せん 。ご 注意 くだ さい。 ）

8.

試 験時 間は 、 12:00～ 12:20ま で の 20分 間 です 。

9.

この 問題 用紙 は お 持ち帰 り くだ さい 。

英

語

(リスニング・テスト)

Part I. これから読み上げる文をよく聞いて A､ B､ C､ D の中から対話文と
してもっとも正しいものを 1 つ選びなさい。解答はマークシートに記入
して下さい。

Example:
A.
B.
C.
D.

1.

Yes, he can.
Yes, he does.
No, he can’t.
No, he didn’t.

A.

It’s too hot to walk, isn’t it?

B.

You aren’t working hard, are you?

C.

Yes, I like shopping.

D. How about the new shopping mall?

2.

A. Are you pleased with it?
B.

Why don’t you ask Bill?

C.

Sure. I’ll be right back.

D. What kind of beer would you like?

3.

4.

A. No, they can’t wait.
B.

Yes, I like them too.

C.

Yes, but it’ll warm up soon.

D.

I don’t sing so often.

A.

I prefer this package to that one.

B.

No, you move more quickly than I.

C.

Do you like this movie?

D. Yes, could you give me a hand?
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5.

6.

7.

A.

I’m sure I will.

B.

I don’t know yet.

C.

Do you want to be older?

D.

I don’t do it.

A. Do you really have to meet a friend?
B.

Where is your friend?

C.

There are three entrances. Maybe she’s at another entrance.

D.

I don’t think so.

A. Where will you eat?
B.

Let’s eat together.

C.

Why? Do you feel sick?

D. What did you bring me for lunch?

8.

9.

A. Over there, opposite the toothpaste.
B.

Thank you so much.

C.

I can’t find her.

D.

I’d like to buy soap too.

A. This store opens at 10 o’clock every morning.
B.

They are very delicate, so please handle them carefully.

C.

You can rent them for 100 yen each.

D. One week.

10.

A. Yes, I’d really like to see the movie “Pirates of the Caribbean”.
B. Yes, he is a good actor.
C.

I haven’t seen the movie yet.

D.

I’m not sure if you do.
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Part II. 次のアナウンスを聞いて下さい。そのアナウンスの内容と一致するも
のを Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ の中から 1 つ選びなさい。解答はマークシート
に記入して下さい。
Example:
A. a yellow T-shirt
B. a blue dress
C. a brown shirt
D. a white coat

11.

A. 9am today
B. 9pm today
C. 9am tomorrow
D. 9pm tomorrow

12.

A. $25
B. $50
C. $12.50
D. $2.50

13.

A. Children’s shorts
B. Children’s swimsuits
C. Children’s T-shirts
D. Children’s sweaters
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Part III. これから流れる英語の指示に従ってください。解答はこの問題用紙
に直接記入してください。
Listening Questions
問 14 から 17 までは、それぞれ問題に関して英語で指示がなされます。指示
は 2 回放送されます。指示に従って答えを直接問題用紙に記入してくださ
い。
Q14.

400 ㎠

20 cm

60 ㎝

20 ㎝

20 ㎝

Q15.

受験番号

25 ㎝

氏

名
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16.

17.

5

