


























2017年度 東奥義塾高等学校 入学試験 英語 放送台本 
 

⓪ 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, 受験番号を決められた欄に記入

して下さい。（５秒）次に, 問題用紙の１ページを開いて下さい。（３秒） 

□
しかく

の１番が放送による検査です。問題はかっこ１からかっこ３までの３種類あります。必要があればメモ

をとってもかまいません。およそ１分後に放送を開始しますので，問題用紙や解答用紙に不備がある場合は

手を挙げ，試験監督者に交換してもらってください。（約 1分） 

① それでは始めます。（1秒） 

② かっこ１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,１,２,３,４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。それでは始めます。（1秒） 

 

③ アの問題（2秒） 

④ You take it when you feel sick. Then you’ll get better. Which picture shows this?（3秒） 

⑤ もう一度読みます。（2秒） 

（英文と質問を読む）（3秒） 

⑥ 答えを書きなさい。（3秒）  

 

⑦ イの問題（2秒） 

⑧ Junko wanted to buy a white T-shirt with the sun. But she couldn’t find it. So she bought a black one 

with a big star. Which T-shirt did she buy?（3秒） 

⑨ もう一度読みます。（2秒） 

（英文と質問を読む）（3秒）  

⑩ 答えを書きなさい。（3秒） 

 

⑪ ウの問題（2秒） 

⑫ Masao and you are having lunch in a restaurant. The food is delicious, but Masao isn’t eating so much. 

    What will you say to Masao?（3秒） 

⑬ もう一度読みます。（2秒） 

（英文と質問を読む）（3秒） 

⑭ 答えを書きなさい。（3秒） 

 

⑮ これでかっこ１を終わります。（1秒）では, かっこ２に移ります。（1秒） 

 

⑯ かっこ２は，ケンタの話を聞いて，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１,２,３,４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。それでは始めます。（2秒） 

⑰  

Hello, everyone. Today I’ll talk about my hobby. My hobby is fishing in the sea. I often go with my 

father. When we go fishing, we leave our house early in the morning because we can catch more fish. 

The other day, we caught 30 fish. We were very happy because we could catch more fish than we 

thought. But they were too many for my family to eat. So we decided to share them with my grandfather 

and grandmother. We visited their house on our way home and gave 15 to them. They looked very happy.  

        I will go fishing with my father and grandfather next week. I can’t wait! Thank you for listening. 

（3秒） 

 

 

⑱ もう一度読みます。（2秒） 



（英文を読む）（3秒） 

⑲ では，質問します。（1秒） 

 

⑳ アの問題（2秒） 

㉑ Is Kenta’s hobby to go swimming in the sea?（3秒） 

㉒ もう一度読みます。（2秒） 

（質問を読む）（3秒） 

㉓ 答えを書きなさい。（3秒） 

 

㉔ イの問題（2秒） 

㉕ Why do Kenta and his father leave their house early when they go fishing?（3秒） 

㉖ もう一度読みます。（2秒） 

（質問を読む）（3秒） 

㉗ 答えを書きなさい。（3秒） 

 

㉘ ウの問題（2秒） 

㉙ How many fish did Kenta’s grandfather and grandmother receive?（3秒） 

㉚ もう一度読みます。（2秒） 

（質問を読む）（3秒）  

㉛ 答えを書きなさい。（3秒） 

 

㉜ これでかっこ２を終わります。（1秒）では，かっこ３に移ります。（1秒） 

 

㉝ かっこ３は, マーヴィンとキャンディスの会話を聞いて, 質問に答える問題です。問題はア，イ，ウ，エの四

つあります。はじめに，対話を二回読みます。質問の答えとして最も適切なものを１,２,３,４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。それでは始めます。（２秒） 

 

㉞  

Candice: Marvin, I got an E-mail from Chiaki. She has invited me to her fifteenth birthday party. 

Marvin : I got an E-mail, too. Her birthday is February twenty-fourth, isn’t it? 

Candice: Yes. Lots of other friends will visit her house.  

Marvin : Then, it’ll be a wonderful birthday party.  

Candice: We’ll talk, play games, listen to music, and eat together. Marvin, what are you going to give  

her as a birthday present? 

Marvin : I’ll buy a music CD for her. She loves rock music. 

Candice: That’s a good idea. She’ll enjoy listening to it very much. Well, what shall I give to her? 

Marvin : Don’t worry, Candice. It’s February fourteenth today. You have lots of time to think about a 

 present for her. 

Candice: Right. I hope I’ll be able to find a nice present for her. By the way, this is for you.  

Marvin : Oh, pretty chocolates. Thank you. But why?  

Candice: Today is St. Valentine’s Day. I love you so much. 

Marvin : Oh, I’m very surprised. I love you, too. （３秒）  

 

 

㉟ もう一度読みます。（２秒） 

 （対話を読む）（３秒） 



㊱ では, 質問します。（１秒） 

  

㊲ アの問題（２秒） 

㊳ Did Marvin get an E-mail from Chiaki?（３秒） 

㊴ もう一度読みます。（２秒） 

 （質問を読む）（３秒） 

㊵ 答えを書きなさい。（３秒） 

  

㊶ イの問題（２秒） 

㊷ When is Chiaki’s birthday?（３秒） 

㊸ もう一度読みます。（２秒） 

 （質問を読む）（３秒） 

㊹ 答えを書きなさい。（３秒） 

  

㊺ ウの問題（２秒） 

㊻ What will Marvin buy for Chiaki as a birthday present? （３秒） 

㊼ もう一度読みます。（２秒） 

 （質問を読む）（３秒） 

㊽ 答えを書きなさい。（３秒） 

  

㊾ エの問題（２秒） 

㊿ How many days are there before Chiaki’s birthday? （３秒） 

○51 もう一度読みます。（２秒） 

 （質問を読む）（３秒） 

○52 答えを書きなさい。（３秒） 

  

○53 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。 

 

 

 


