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【音声 URL】　https://www.kyo-kai.co.jp/sl/E21/2E01.html

◆パターン１：絵や図表，グラフを用いた問題

問題例：

　英文の内容と合う絵をア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。　 L2001

　

【放送される英文】　

　Kenji went to the library yesterday.  He studied math there. 

解答　ウ

◆パターン２：適する英文を選ぶ問題 

1　Yes / No で答える問題

問題例：

　対話と質問を聞いて，答えとして最も適切なものをア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。　 L2002

ア　Yes, he does. イ　No, he doesn’t.

ウ　Yes, he did. エ　No, he didn’t.

〈聞き取りの前に〉

　問題の絵や図表，選択肢などをよく見て，どんな英文が読まれるかあらかじめ予想しよう。
〈聞きながら〉

　・人物，時，場所，数など，ポイントになりそうな単語が聞こえてきたら，メモをとろう。
　・「いつ」「だれが」「どこで」「何を」「どのように」の情報に注意しよう。

聞き取りの前に絵や図表，グラフの特徴をつかんでおこう！

ア イ ウ エ

選択肢を見て，聞き取るポイントを予想しよう！

走っている サッカーをしている 勉強している 読書している

絵をよく見て，
「場所」と「何を
しているか」に
着目する。

放送を聞く前に選択肢を見て，Yes / Noの
答えから，質問は Does ～?（現在）の文か
Did ～?（過去）の文が読まれると予想する。

libraryが聞き取れたら，
ウかエが正解だとわかる。

studied mathが聞き取れた
ら，ウが正解だとわかる。

公園 図書館

－パターン別－
リスニングのポイント 
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【放送される英文】　
John: What did you do yesterday, Rika?

Rika: I went shopping with my mother.  How about you, John?

John: It was a sunny day, so I played soccer with my friends.

Rika: That’s good.

Question:　Did John go shopping yesterday?

解答　エ

2　Yes / No 以外で答える問題

問題例：

　対話と質問を聞いて，答えとして最も適切なものをア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。　 L2003

ア　By bus. イ　By bike.

ウ　With a camera. エ　With a koala.

【放送される英文】　
John: Look, Rika.  I took this picture at the zoo yesterday.

Rika: John, that’s a cute koala.　Did you go by bus?

John: No.  I bought a new bike last week, so I used it.

Rika: That’s nice.  You had a good time.

Question:　How did John go to the zoo?

解答　イ

◆パターン３：日本語や英語で答える問題

問題例：

　対話の内容と合うように，（　）に適する日本語を書きなさい。　 L2004

　ジョンは昨晩，テレビで（　　　　）を見て（　　　　）時に寝ました。

【放送される英文】　
Rika: John, you look tired today.  Are you all right?

John: Yes, Rika.  I’m just sleepy.  I watched a movie on TV until late last night.

Rika: What time did you go to bed? 

John: At eleven.

解答　映画，11

問題を見て，放送される英文を予想しよう！

空所の前後から，話題はジョンの
昨晩の行動だと予想する。
・テレビで何を見たのか？  

・就寝時刻は？

１回目の放送では，全体の流れを
把
は

握
あく

しよう。

使われている前置詞に着目すると，「手段」
を聞き取る可能性が高いことがわかる。

２回目の放送では，「動物園へどうやって行ったか」
を聞き取ることに集中しよう。

by busだけ聞き取って，
アとしないように注意！

２回目の放送では，「ジョンが昨
日，買い物に行ったかどうか」を
聞き取ることに集中しよう。

テレビで「何を見たか」を聞き取る

What time ～?は時刻をたずねる文なので，
その答えの部分に集中して聞き取ろう。

（昨日）私は友だちとサッカーをした

「交通手段」をたずねている → アかイが正解だと予想する

私は先週，新しい自転車を買ったので，
それ（＝ a new bike）を使った。

〈by＋乗り物〉＝交通手段

〈with＋道具〉＝手段 「～といっしょに」

didを使って答える → ウかエが正解

見たもの 就寝時刻
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【音声 URL】　https://www.kyo-kai.co.jp/sl/E21/2E22.html

●英文はそれぞれ２回繰り返します。このページの余白にメモをとってもかまいません。

１ 英文と質問を聞いて，答えとして最も適切なものをア～エの中から１つずつ選び，記号で答えなさい。
　 L2062

□No. 1　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　　〕

□No. 2　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　　〕

２ スピーチと質問を聞いて，答えとして最も適切なものをア～エの中から１つずつ選び，記号で答えなさい。
L2063

□No. 1 ア　Yes.  It is as large as Tokyo. イ　No.  It’s smaller than Tokyo.

 ウ　No.  It’s larger than Tokyo. エ　No.  It’s the smallest. 〔　　　〕

□No. 2 ア　Yes, he is. イ　Yes, he does.

  ウ　No, he isn’t. エ　No, he doesn’t. 〔　　　〕

□No. 3 ア　Yes, he is. イ　Yes, he does.

  ウ　No, he isn’t. エ　No, he doesn’t. 〔　　　〕

３ 対話の内容と合うように，（　）に適する日本語を書きなさい。　 L2064

□No. 1　ジュンにとって数学は（　　　　　　　　）教科である。

□No. 2　リリーのかばんはジュンのかばんより（　　　　　　）。

人気のあるスポーツ

ア　12 人
ウ　7 人

エ　5 人 （ユウジのクラス）

イ　8 人

ア
イ ウ エ

13歳 15歳 16歳 14歳

●正答数

／７
第 16回 比較（比較級，最上級，as ～ as ...）
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【音声 URL】　https://www.kyo-kai.co.jp/sl/E21/2E2₃.html

●英文はそれぞれ２回繰り返します。このページの余白にメモをとってもかまいません。

１ 絵やグラフに関する質問と答えの選択肢を聞いて，最も適切なものを a～ cの中から１つずつ選び，記号
で答えなさい。　 L2065

□No. 1　〔　　　〕　　　　　　　□No. 2　〔　　　〕　　　　　　　□No. 3　〔　　　〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　a　　b　　c　　　　　　　　　　a　　b　　c　　　　　　　　　　a　　b　　c

２ 英文と質問を聞いて，答えとして最も適切なものをア～エの中から 1つずつ選び，記号で答えなさい。
L2066

□No. 1　〔　　　〕　　　　　　　　　　　　□No. 2　〔　　　〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３ 対話の内容と合うように，（　）に適する日本語または数字を書きなさい。　 L2067

□No. 1　ミカは（　　　　　　）より（　　　　　　）のほうが好きだ。

□No. 2 　ミカの父は約（　　　　　　）冊の本を持っており，（　　　　　　）の中でいちばん多くの本を持っ
ている。

東京の月別平均気温
30
25
20
15
10
5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

（月）

（℃）

好きな教科　（森先生のクラス）

イ　7 人

ウ　4 人
エ　3 人

もり

英語
13 人

ア　13 人

100メートル走のタイム
（ジュン，コウタ，ユウジ，リュウタの場合）

ア 15.0秒

イ 13.5秒

ウ 15.0秒

エ 14.8秒

Miki’s
Jim Bob David

Rumi’s

●正答数

／７
第 17回 比較（不規則変化，まとめ）
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【音声 URL】　https://www.kyo-kai.co.jp/sl/E21/2E24.html

●英文はそれぞれ２回繰り返します。このページの余白にメモをとってもかまいません。

１ 表に関する質問と答えの選択肢を聞いて，最も適切なものを a～ cの中から１つずつ選び，記号で答えな
さい。　 L2068

　

□No. 1　　a　　　b　　　c　　　〔　　　〕

□No. 2　　a　　　b　　　c　　　〔　　　〕

２ グラフについての質問を聞いて，　　に適する語を１語ずつ書きなさい。　 L2069

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□No. 1　　　　　　　　 is.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□No. 2　　　　　　　　 is.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□No. 3　　　　　　　　 is.

３ スピーチと質問を聞いて，答えとして最も適切なものをア～エの中から１つずつ選び，記号で答えなさい。
L2070

□No. 1 ア　Her father does. イ　Her mother does.

  ウ　Her brother does. エ　Rina does. 〔　　　〕

□No. 2 ア　Her father does. イ　Her mother does.

  ウ　Her father is. エ　Her mother is. 〔　　　〕

□No. 3 ア　He’s a high school student. イ　He’s as old as Rina.

  ウ　Yes, she is. エ　No, she isn’t.　 〔　　　〕

□No. 4 ア　He studies English the hardest. イ　He studies harder than Rina.

  ウ　He likes English the best. エ　He wants to study in the U.S.　 〔　　　〕

南中学校 北中学校 西中学校
創立年 1995年 1978年 2000年
面積 15,950m2 25,800m2 18,800m2

好きな季節　（マキのクラス）

春 19％

夏 35％秋 27％

冬 19％

まとめのテスト⑥
●正答数

／９


