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ただいまから、5級リスニングテストを行います。これからお話しすることについて質問は受け

ませんので、よく注意して聞いてください。  

なお、リスニングテスト放送中に音飛びや騒音があった場合は、発生した問題のトラックに戻

し、やり直します。しかしながら、万が一、教室監督者が気づかない場合は速やかに手を挙げて

お知らせ願います。 

 

このテストには、第第第第 1111部部部部から第第第第 3333部部部部まであります。英文はすべて二度ずつ読まれます。第第第第 1111部部部部で

は、例題を一題放送します。放送の間メモをとってもかまいません。 

 

では、第第第第 1111部部部部のテストから始めます。これは、イラストを参考にしながら英文を聞き、その文に

対する応答として最も適切なものを選ぶ形式です。第第第第 1111部部部部の例題例題例題例題の絵を見てください。英文とそれ

に続く応答が二度くり返されます。 
 

☆Is this your bag? 

★1 Sure, I can. 

★2 On the chair. 

★3 Yes, it is. 

 
皆さんは、今の問題の答えを一つだけ選びます。ここでは 3が正しい答えですから、解答用紙の

例題例題例題例題のところに 3がマークされています。 

問題は No. 1からNo. 10まで 10題で、解答時間はそれぞれ 10秒です。 

以上、説明が終わりましたので、今から 5級のNo. 1を開始します。 
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（★=男性 A  ☆=女性 A  ☆☆=女性 B） 

 

☆☆No. 1   

★Can you skate?   

☆1 Here you are. 

☆2 Good job. 

☆3 No, I can’t. 

 

☆☆No. 2    

★What are you looking at?   

☆1 Pictures of my friends. 

☆2 Fine, thanks. 

☆3 Sure, it is. 

 

☆☆No. 3      

★How old is your sister?   

☆1 She’s great.  

☆2 She’s seven.      

☆3 She’s sleeping. 

 

☆☆No. 4    

☆Dad, what’s the date today?   

★1 It’s hers. 

★2 In the morning. 

★3 October 15th. 

 

☆☆No. 5   

☆It’s lunchtime.  I’m hungry.  

★1 Good idea. 

★2 Thank you very much. 

★3 Me, too. 

 

☆☆No. 6   

★Do you like cookies?  

☆1 You, too. 

☆2 Of course. 

☆3 They’re one hundred yen. 

 

☆☆No. 7    

☆Who is this lady?   

★1 She’s my aunt.  

★2 She’s fine. 

★3 She’s over there. 
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☆☆No. 8     

★Where is the bookstore?  

☆1 I don’t know.  

☆2 After school.  

☆3 Yes, I do.  

 

☆☆No. 9   

☆Frank!  Don’t run in the classroom.  

★1 I don’t have it.  

★2 Sorry, Ms. Clark.  

★3 On my desk.  

 

☆☆No. 10     

☆Let’s play a video game.    

★1 Ten dollars.  

★2 All right.  

★3 My brother.   
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続いて、第第第第 2222部部部部です。これは、対話を聞き、その質問に対して最も適切な答えを選ぶ形式です。

対話と質問はそれぞれ二度くり返されます。この問題には例題はありません。問題はNo. 11から

No. 15まで 5題で、解答時間はそれぞれ 10秒です。 

では、始めます。 

 

☆☆No. 11   

☆Bob, do you have a cat or a dog?     

★No, but I have a bird.    

☆☆Question: What pet does Bob have? 

 

☆☆No. 12    

★One vanilla ice cream, please. 

☆That’s three dollars.    

☆☆Question: How much is the ice cream? 

 

☆☆No. 13    

★I like yellow and green.  How about you, Jenny?   

☆I like purple.    

☆☆Question: What color does Jenny like? 

 

☆☆No. 14     

★Are these your socks, Mary? 

☆No, they aren’t, Dad.  They’re Lisa’s.  

☆☆Question: Whose socks are they? 

 

☆☆No. 15     

☆Are you 10 years old, Billy? 

★Yes, I am.  My birthday is April 15.   

☆☆Question: When is Billy’s birthday? 
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続いて、第第第第 3333部部部部です。これは、絵の内容を最もよく表しているものを、放送される 3つの英文の

中から一つずつ選ぶ形式です。英文は二度くり返されます。この問題には例題はありません。問題

は No. 16からNo. 25まで 10題で、解答時間はそれぞれ 10秒です。 

では、始めます。 

 
☆☆No. 16   

☆1 It’s cloudy today. 

☆2 It’s snowy today.  

☆3 It’s sunny today.    

 

☆☆No. 17   

★1 The hamster is on Ken’s leg. 

★2 The hamster is on Ken’s shoulder. 

★3 The hamster is on Ken’s hand.    

 

☆☆No. 18   

☆1 Mr. Evans is running. 

☆2 Mr. Evans is reading. 

☆3 Mr. Evans is writing.     

 

☆☆No. 19   

★1 The score is 16 to 14.  

★2 The score is 60 to 40. 

★3 The score is 6 to 14.     

 

☆☆No. 20   

☆1 The book is on the desk.  

☆2 The book is in the desk.  

☆3 The book is under the desk.   

 

☆☆No. 21   

★1 Rob has some erasers in his hands. 

★2 Rob has some flowers in his hands. 

★3 Rob has some plates in his hands.     

 
☆☆No. 22   

☆1 Judy’s family is eating breakfast. 

☆2 Judy’s family is eating lunch. 

☆3 Judy’s family is eating dinner.    

 

☆☆No. 23   

★1 The tree is 12 meters tall.  

★2 The tree is 20 meters tall.  

★3 The tree is 40 meters tall.     
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☆☆No. 24   

☆1 The girls are playing basketball.      

☆2 The girls are watching a movie.  

☆3 The girls are singing a song.     

 

☆☆No. 25   

★1 This is a bathroom.  

★2 This is a bedroom. 

★3 This is a kitchen.    

 
では、時間です。筆記用具を置いて答えの記入をやめてください。これにて試験終了となります。

公正なる試験実施にご協力いただきありがとうございました。質問がある方は、ただちに試験監督者

にお申し出ください。試験監督者に連絡いたします。これより最終の受験者数を確認してください。

その後、解答用紙を回収し枚数の確認を行ってください。なお、問題冊子は回収しません。受験者数

と解答用紙の枚数の一致を確認してから、解散の指示を出してください。 

受験者の皆さんは、身のまわりをよく点検し、忘れものがないように注意してください。 

受験者の皆さんが退室するときは、別の教室が試験中の場合もありますので、声を出さず、会場出

口まで静かに退出してください。 

なお、4 級受験者および 5 級受験者の皆さんは、後日、受験した級のスピーキングテストをイ

ンターネット上で受験することができます。スピーキングテストのご案内は問題冊子の最後のペ

ージに記載してありますので、後ほどご確認ください。 

それでは、解散の指示を出すまで静かにお待ちください。 


