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本書の特色 

本書は，学習進度別に取り組むことのできるリスニング教材です。定期テストの範囲や自分の学習進度に合った問

題に取り組むことで，リスニングの基礎力・応用力を身につけることができます。（下の出題範囲の表は各回の中

に矢印に含まれる文法事項がすべて出題されているわけではありません。矢印の範囲の中から出題されているとい

う意味です。）
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出題範囲 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回

be 動詞の文

一般動詞の文（主語が I・you の文）

命令文（Let’s ～ . 含む）

一般動詞の文（３単現）

人称代名詞の所有格・目的格

疑問詞（what・how many・who）

時刻・曜日・月

存在を表す be動詞

疑問詞（where）

現在進行形

can

所有代名詞

疑問詞（when・whose など）

QR コードを読み取るかURL を直接入力すると専用サイトに移動動します。

https://www.eigo-listening.jp/89shindolis13rd54/index.html
※サービス利用料は無料ですが，通信料は利用者のご負担となります。
※ こちらの専用サイトをお使いのデバイスにブックマーク登録をしてご利用いただくことをを推奨します。
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⑴ ① ② ③ ④

⑵ ① ② ③ ④

⑴　問題用紙の表を見てください。これは，ある学校の留学生についての表です。これから，表に関

する英語の質問を①から④までそれぞれ２回ずつくりかえして読みます。質問の答えとして表の内

容と合っているものを，問題用紙に書かれているアからエまでの中から１つずつ選び，記号で答え

なさい。

①　ア　アメリカ イ　電車 ウ　日本語と英語 エ　弟２人と妹１人

②　ア　１人 イ　２人 ウ　３人 エ　４人

③　ア　メアリーとトム イ　ジミーとミン ウ　トムとジミー エ　メアリーとジミー

④　ア　１人 イ　２人 ウ　３人 エ　４人

⑵　これから，中学生のポールの英語のスピーチと，その内容に関する質問を２回くりかえして読み

ます。質問は①から④まで４つあります。質問の答えとしてスピーチの内容と合っているものを，

問題用紙に書かれているア，イ，ウの中から１つずつ選び，記号で答えなさい。

①　ア　In Tokyo.

　　イ　In Kanagawa.

　　ウ　In America.

②　ア　English.

　　イ　Japanese.

　　ウ　Math.

③　ア　Yes, she is.  She is a member of the school tennis team.

　　イ　No, she isn’t.  She is a junior high school student.

　　ウ　Yes, she is.  She is a member of the school English club.

④　ア　He plays tennis.

　　イ　He cooks dinner.

　　ウ　He cleans the rooms.

メアリー トム ジミー ミン

出身 カナダ アメリカ オーストラリア 中国

通学手段 バス 電車 バス 徒歩

好きな教科 英語，日本語，数学 日本語，英語 日本語，数学 音楽，数学

兄弟姉妹 兄１人，姉２人 弟２人，妹１人 弟３人 姉１人

学習日 月 日

第1回

－ 2 －
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⑴ ① ② ③ ④

⑵ ① ② ③ ④

⑴　これから，太
た

郎
ろう

とエイミーとの短い対話文を，①から④までそれぞれ２回ずつくりかえして読み

ます。対話はエイミーの言葉で終わります。その言葉に対する太郎の返答として最も適当なものを，

問題用紙に書かれているアからエまでの中から１つずつ選び，記号で答えなさい。

①　ア　Yes, I am. イ　Yes, I do.

　　ウ　Yes, he is. エ　Yes, he does.

②　ア　I have a guitar. イ　I have fifty.

　　ウ　No, I’m not. エ　I like music.

③　ア　Yes, he is. イ　He is from America.

　　ウ　No, he isn’t. エ　I’m from Australia.

④　ア　I don’t like natto. イ　No, I’m not.

　　ウ　I have rice and miso soup. エ　Yes, I am.

⑵　これから，キャシーと直
なお

也
や

との対話文と，その内容に関する質問を，２回くりかえして読みます。

質問は①から④まで４つあります。質問の答えとして対話文の内容と合っているものを，問題用紙

に書かれているア，イ，ウの中から１つずつ選び，記号で答えなさい。

①　ア　She walks. イ　She runs in the morning. ウ　She plays basketball.

②　ア　Yes, he does. イ　No, he doesn’t. ウ　Yes.  He has two.

③　ア　One. イ　Two. ウ　Three.

④　ア　Yes, he is. イ　No, he is six months old. ウ　No, he is two years old.

学習日 月 日

第2回

－ 3 －
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