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）

You want to know what a word means. What will you use?（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）

Tom is walking on Red Street to visit the city hall. He will go to Green Street and turn left. Then, he

イの問題（間 2 秒）What did Mary hear from her father?（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 5 秒）

ウの問題（間 2 秒）Who will go shopping with Mary?（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，ジェーンとユウタ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）

Jane ： My friend invited me to the music festival this month and I will go. （間 1 秒）

Yuta ： That sounds good, Jane. I want to go with you. When will you go?（間 2 秒）

will find the city hall on his right. 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）

You are talking with a teacher from Australia in English, but you didn’t hear what he said. What will
you say to him?（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，メアリーの家族に関するスピーチを聞いて，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）

I’m looking for something for my mother’s birthday. I know my mother likes Japanese food. So, when
I went out with my family, we often went to a Japanese restaurant. She enjoyed eating Japanese food

Question ： What will Jane say 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）

Jane ： Hi, Yuta. I heard that you have already watched this new movie.（間 1 秒）

Yuta ： That’s right. I watched it two weeks ago, but I want to watch it again.（間 1 秒）
Jane ： How about watching it together next Sunday?（間 2 秒）
Question ： What will Yuta say 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，外国語指導助手のホワイト先生の話を聞いて，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。ホワイト先生の話
は二回読みます。
（間 2 秒）それでは始めます。
（間 3 秒）

there. My father told me that she wanted to learn how to cook Japanese food and when she tried once
at home, she could not cook it well. Then, he said that a book about Japanese cooking would be a nice

I tried to do many things in junior high school. Sometimes they didn’t go well, but my friend helped

gift for her. So, I will go to the bookstore with my brother to get it this weekend. I hope she will like it.

me a lot. I improved myself after that. What do you do when your friends try to do something and it

（間 2 秒）

doesn’t go well?（間 2 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）

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 20 秒）

アの問題（間 2 秒）Where did Mary go with her family?（間 2 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。

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）

