英 語 放 送 台 本
今から，英語の，放送による検査を行います。はじめに，解答用紙を出して，受検番号を決められた
欄に記入してください。
（間 5 秒）次に，問題用紙の 2 ページを開いてください。
（間 3 秒）
しかく

□ ⚑は放送による検査です。問題は（⚑）から（⚔）まであります。必要があればメモを取っても

かまいません。それでは（⚑）から始めます。
（間 3 秒）

（⚑）は，英文と質問を聞いて，適切なものを選ぶ問題です。問題は，ア，イ，ウの三つあります。

質問の答えとして最も適切なものを，⚑，⚒，⚓，⚔の中からそれぞれ一つ選んで，その番号を解答

用紙に書きなさい。英文と質問は二回読みます。
（間 2 秒）それでは始めます。
（間 3 秒）

アの問題（間 2 秒）

This animal has a long nose and big ears. Which picture shows this ?（間 2 秒）
もう一度読みます。
（間 2 秒）
（英文と質問を読む）
（間 2 秒）答えを書きなさい。
（間 3 秒）

イの問題（間 2 秒）

Taro has four things to do this afternoon. He will study before dinner. And he will help his mother

イ（間 2 秒）How long did Mr. Sato work in a Japanese restaurant ?（間 2 秒）

もう一度読みます。
（間 2 秒）
（質問を読む）
（間 2 秒）答えを書きなさい。
（間 3 秒）

ウ（間 2 秒）Why did Maria make sushi for her brother ?（間 2 秒）

もう一度読みます。
（間 2 秒）
（質問を読む）
（間 2 秒）答えを書きなさい。
（間 3 秒）
（間 3 秒）では，
（⚓）に移ります。
（間 3 秒）
これで（⚒）を終わります。

（⚓）は，リサとダイスケの対話の一部を聞いて，質問に答える問題です。問題は，ア，イ の二つ

あります。はじめに，対話を読みます。次に，質問を読みます。質問の答えとして最も適切なものを，

⚑，⚒，⚓，⚔の中からそれぞれ一つ選んで，その番号を解答用紙に書きなさい。対話と質問は二回

読みます。
（間 2 秒）それでは始めます。
（間 3 秒）

アの問題（間 2 秒）
Lisa

： I like this sweater very much. I want to buy this.（間 1 秒）

Daisuke： Good. But it may be too big for you. How about this one, Lisa ?（間 2 秒）

after he watches TV. Which picture shows this ?（間 2 秒）
もう一度読みます。
（間 2 秒）
（英文と質問を読む）
（間 2 秒）答えを書きなさい。
（間 3 秒）

ウの問題（間 2 秒）

Your friend wants to borrow a book from you, but it is your sister’s. What will you say
to your friend ?（間 2 秒）
もう一度読みます。
（間 2 秒）
（英文と質問を読む）
（間 2 秒）答えを書きなさい。
（間 3 秒）
これで（⚑）を終わります。
（間 3 秒）では，
（⚒）に移ります。
（間 3 秒）
（⚒）は，外国語指導助手のマリアの，日本食についての話を聞いて，質問に答える問題です。問題は，

ア，イ，ウ の三つあります。はじめに，英文を二回読みます。次に，質問を二回読みます。質問の
答えとして最も適切なものを，⚑，⚒，⚓，⚔の中からそれぞれ一つ選んで，その番号を解答用紙に
書きなさい。
（間 2 秒）それでは始めます。
（間 3 秒）

During my stay in Japan, Mr. Sato taught me cooking. He was a chef. He and I enjoyed cooking
on Saturdays. I especially liked cooking Japanese food because it is good for our health. One day,

Question： What will Lisa answer next ?（間 2 秒）
もう一度読みます。
（間 2 秒）(対話と質問を読む)（間 2 秒）答えを書きなさい。
（間 3 秒）

イの問題（間 2 秒）
Lisa

： I went fishing with my father last month.（間 1 秒）

Daisuke： Oh, I went fishing last month, too.（間 1 秒）
Lisa

： Shall we go fishing next month ?（間 2 秒）

Question： What will Daisuke answer next ?（間 2 秒）
もう一度読みます。
（間 2 秒）(対話と質問を読む)（間 2 秒）答えを書きなさい。
（間 3 秒）
これで（⚓）を終わります。
（間 3 秒）では，
（⚔）に移ります。
（間 3 秒）
（⚔）は，留学生のローザが，英語の授業で話したことを聞いて，質問に答える問題です。話の最後

の質問に対して，あなたなら何と答えますか。あなたの答えを解答用紙に英文で書きなさい。ローザの
話は二回読みます。
（間 2 秒）それでは始めます。
（間 3 秒）

I made sushi with him. The sushi he made was very beautiful and delicious. He worked
in a Japanese restaurant for twelve years. After I went back to my country, I made sushi

I like science the best of all the subjects in school. I study it every day. What’s your favorite subject ?

for my brother on his birthday. I wanted him to be interested in Japanese food. He liked

(間 2 秒）

my sushi very much.（間 2 秒）

もう一度読みます。
（間 2 秒）(英文と質問を読む)（間 2 秒）答えを書きなさい。
（間 3 秒）

もう一度読みます。
（間 2 秒）(英文を読む)（間 2 秒）
では，質問します。
（間 3 秒）

ア（間 2 秒）When did Mr. Sato and Maria enjoy cooking ?（間 2 秒）

もう一度読みます。
（間 2 秒）
（質問を読む）
（間 2 秒）答えを書きなさい。
（間 3 秒）

これで，放送による検査を終わります。あとの問題を続けてやりなさい。

