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                                  受 験 上 の 注 意 事 項 

 

       1. この問題は、ＣＤ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種類です。 

<PartⅠ．１～１０>まではマークシートに、<PartⅡ．１１～１２>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（ＨＢ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. ＣＤ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、１１：４５～１２：００までの１５分間です。 

9. この問題用紙はお持ち帰りください。 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A.  You definitely shouldn’t run. 

B.  No problem. What color do you want? 

C.  Can you lend me some? 

D.  No, he hasn’t. How about you? 

 

2. A.  I’ve been doing the same thing lately. 

B.  Yes, we’re going to be early. 

C.  I don’t think she can take both of us. 

D.  I’m nearly ready! 

 

3.  A.  Me too. I’m getting my eyes tested tomorrow. 

B.  What’s your favorite book? 

C.  The windows are quite old. 

D.  It’s not raining hard. 

 Example: 

 A. Yes, he can. 

 B. Yes, he does. 

 C. No, he can’t. 

 D. No, he didn’t. 
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4.  A.  Anytime. 

B.  Did you enjoy the class? 

C.  I finished all my housework. 

D.  Yes. Quite a lot, actually. 

 

5.  A.  Don’t be horrible. 

B.  Yes, let’s rent a movie. 

C.  Really? I’ve heard it’s really scary. 

D.  She works in the cinema, I think. 

 

6.  A.  That’s terrible. When is the funeral? 

B.  You can do that in the cafe. They have lots of electrical sockets. 

C.  Don’t call me later. 

D.  There’s no charge – it’s free. 

 

7.  A.  I’m sorry but there’s no train station in this town. 

B.  You are looking a bit sick. 

C.  You shouldn’t have done that. 

D.  It’s just around the corner, on your right. 

 

8. A.  I hate flying. 

B.  Last week. 

C.  It leaves in three hours.  

D.  I don’t have time. 
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9.  A.  Why don’t you go to the dentist? 

B.  Yes, you do! 

C.  I know, it’s such a pain. 

D.  You should see a doctor. 

 

10.  A.  Sorry, but I’m not going. I have to get up early on Saturday. 

B.  I didn’t know it was your birthday!  

C.  Sure, I love horse riding. 

D.  I am able to ride a motorbike. 
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Part II. 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。 

11. 

 

 

a       b  

c               d   

 e        f    

 

g   h   i  

 

受験番号  氏 名  
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12.  

A  

B   

C   

D  
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