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「5級リスニングテスト」 原稿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 1部から第 3部まであります。英文は、すべて二度ずつ読まれます。第 1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 1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 1部の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

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 ☆Have a nice day. 

 ★1 You, too. 

 ★2 Here you are. 

 ★3 It’s Tuesday.  

 

 

☆☆No. 2 ★Do you often go camping? 

 ☆1 I’m twenty-two. 

 ☆2 I go every summer. 

 ☆3 My name is Nancy. 

 

 

☆☆No. 3 ★Whose cap is this? 

 ☆1 It’s Tom’s. 

 ☆2 Here it is. 

 ☆3 Under the table. 

 

 

☆☆No. 4 ☆Dad, can I open this box? 

 ★1 See you.  

 ★2 It’s a box.  

 ★3 Sure. 

 

 

☆☆No. 5 ★ How do you come to school? 

 ☆1 I like school. 

 ☆2 At eight o’clock. 

 ☆3 By bus.  

 

 

☆☆No. 6 ★ Is this your rabbit?  It’s so cute. 

 ☆1 You’re welcome. 

 ☆2 Thanks. 

 ☆3 That’s OK.  

 

  

☆☆No. 7 ☆ Let’s have some tea and cake. 

 ★1 Yes, they are. 

 ★2 Good idea. 

 ★3 It’s Thursday. 

 

 



 

 

 

2018年度第 2回検定一次試験（5級）       3                公益財団法人日本英語検定協会 

 無断転載・複製を禁じます                  
 

 

☆☆No. 8 ☆Where do you usually go after school?  

 ★1 Me, too. 

 ★2 To the park. 

 ★3 I walk.   

 

 

☆☆No. 9 ★That apple is from my garden. 

 ☆1 Next weekend. 

 ☆2 It’s easy. 

 ☆3 It’s delicious. 

 

 

☆☆No. 10 ☆Does your brother play baseball, too? 

 ★1 Yes, he does. 

 ★2 Thank you. 

★3 OK, I’m coming. 
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 続いて、第 2 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 ★I have three brothers and a sister.  How about you, Susan? 

☆I have one brother.  

☆☆Question: How many brothers does Susan have? 

 

 

☆☆No. 12 ★My birthday is August 5th.  When is yours, Lisa?   

☆It’s November 19th.  

☆☆Question: When is Lisa’s birthday? 

 

 

☆☆No. 13 ☆Do you watch TV at night, James? 

★No, I don’t.  I do my homework.  

☆☆Question: What does James do at night? 

 

 

☆☆No. 14 ☆Hi, Jun.  What’s in that brown box? 

★Some textbooks for math class.  

☆☆Question: What is in the box? 

 

 

☆☆No. 15 ★One small coffee, please. 

☆Sure.  That’s three dollars. 

☆☆Question: How much is the coffee? 
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続いて、第 3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 The flowers are by the basket.  

★2 The flowers are in the basket.  

★3 The flowers are on the basket. 

 

 

☆☆No. 17 ☆1 Kenta is using an eraser.  

☆2 Kenta is using chopsticks.  

☆3 Kenta is using a towel.  

 

 

☆☆No. 18 ★1 Bill is talking on the train. 

★2 Bill is sitting on the train.  

★3 Bill is standing on the train.  

 

 

☆☆No. 19 ☆1 These are hats.  

☆2 These are coats.  

☆3 These are umbrellas.  

 

 

☆☆No. 20 ★1 A bird is on Satoshi’s head.  

★2 A bird is on Satoshi’s foot. 

★3 A bird is on Satoshi’s hand.  

 

 

☆☆No. 21 ☆1 Jay gets up at 7:40 a.m.  

☆2 Jay gets up at 7:45 a.m. 

☆3 Jay gets up at 7:55 a.m. 

 

 

☆☆No. 22 ★1 Ms. Carter is eating a pizza.  

★2 Ms. Carter is buying a pizza.  

★3 Ms. Carter is cutting a pizza. 

 

 

☆☆No. 23 ☆1 Yoko has some pictures in her hands.  

☆2 Yoko has some plates in her hands.  

☆3 Yoko has some postcards in her hands.  
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☆☆No. 24 ★1 Kate often reads at the park.  

★2 Kate often reads by the river.  

★3 Kate often reads in the library. 

 

 

☆☆No. 25 ☆1 This mountain is one hundred meters high. 

☆2 This mountain is one thousand meters high. 

☆3 This mountain is one thousand one hundred meters high. 

 

 

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。 

 

 


