CEFR-J レベル
Pre-A1
技能
Listening
Can Do descriptor
ゆっくりはっきりと話されれば、日常の身近な単語を聞きとることができる。
テスト・タスク
ただいまから、リスニングテストを行います。聞いている間、メモを取っても構いません。聞くことができ
るのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒もしくは 30 秒です。解答は全てマークシートに記入し
てください。では、今から、開始します。
交換留学生がホームステイであなたの自宅に滞在しています。何か飲み物が欲しいようです。何が欲しいの
かを聞き取り、最も適切なものを選びましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごと
に 15 秒です。30 秒後に放送が始まります。

① Milk

②Orange juice ③

Water

④ Coffee

⑤ Green tea

Question number 1: ①

② ③ ④ ⑤
Question number 2: ① ② ③ ④ ⑤
Question number 3: ① ② ③ ④ ⑤
＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F）交換留学生がホームステイであなたの自宅に滞在しています。何か飲み物が欲し
いようです。何が欲しいのかを聞き取り、最も適切なものを選びましょう。聞くことができるのは 1 度のみで
す。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。
(15-second pause)
Transcript
(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])
(英語話者・男性 (ES_M1): Question number 1: （2-second pause）I want some milk. Do you have any milk?
15 seconds
(英語話者・男性 (ES_M1): Question number 2: （2-second pause） I am so thirsty. I need water. Do you have

any water?
15 seconds
(英語話者・男性 (ES_M1): Question number 3: （2-second pause）Can I have green tea? I like green tea very
much.
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F）では、次の問題に進みます。
正答・採点基準
Question 1: ①
Question 2: ③
Question 3: ⑤

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施） 第 1 期（分析）
第２期（改訂）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
Milk のイラスト http://putiya.com/html/food/nyuu01_04.html
Orange juice のイラスト http://www.irasutoya.com/2016/09/blog-post_459.html
Water のイラスト http://frame-illust.com/?p=2683
Coffee のイラスト http://frame-illust.com/?p=9934
Green tea のイラスト http://www.irasutoya.com/2014/06/blog-post_6416.html
開発担当者
長沼君主（印南洋、新井雅也）

CEFR-J レベル
Pre-A1
技能
Listening
Can Do descriptor
英語の文字が発音されるのを聞いて、どの文字かわかる。
テスト・タスク
あなたは、両親の結婚記念日と弟の誕生日に T シャツをプレゼントしたいと思っています。両親と弟にサイ
ズを聞きました。お父さんとお母さんと弟のサイズはそれぞれどれかを聞き、最も適切なものを選びましょ
う。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。30 秒後に放送が始まります。

① Size S

② Size M

③ Size L

Question number 4 (Father): ①

② ③
Question number 5 (Mother): ① ② ③
Question number 6 (Brother): ① ② ③
＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F）あなたは、両親の結婚記念日と弟の誕生日に T シャツをプレゼントしたいと思っ
ています。両親と弟にサイズを聞きました。お父さんとお母さんと弟のサイズはそれぞれどれかを聞き、最
も適切なものを選びましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15
秒後に放送が始まります。
(15-second pause)
Transcript
(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])

(英語話者・男性 1 (ES_M1) Question number 4: （2-second pause）Thank you. Please get me a T-shirt in size
M. Size M.
15 seconds

(英語話者・女性 2 (ES_F2) Question number 5: （2-second pause）My size is S. Please get me an S size.
15 seconds
(英語話者・男性 2 (ES_M2) Question number 6: （2-second pause）Size L is good for me. Can you get me a
size-L T-shirt?
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F）では、次の問題に進みます。
正答・採点基準
Question 4: ②
Question 5: ①
Question 6: ③

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施） 第 1 期（分析）
第２期（改訂）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
T シャツのイラスト http://01.gatag.net/0009459-free-illustraition/
開発担当者
長沼君主（印南洋、新井雅也）

CEFR-J レベル
A1.1
技能
Listening
Can Do descriptor
当人に向かって、ゆっくりはっきりと話されれば、「立て」「座れ」「止まれ」といった短い簡単な指示を
理解することができる。

テスト・タスク
あなたは英語の授業で、ALT の先生の指示で、体を動かす活動をしています。ALT の先生の指示を聞き、指
示に従って行う適切な行動を選びましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに
15 秒です。30 秒後に放送が始まります。

①

②

③

④

Question number 7: ①

② ③ ④
Question number 8: ① ② ③ ④
Question number 9: ① ② ③ ④
＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F）あなたは英語の授業で、ALT の先生の指示で、体を動かす活動をしています。
ALT の先生の指示を聞き、指示に従って行う適切な行動を選びましょう。聞くことができるのは 1 度のみで
す。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。
(15-second pause)
Transcript
(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])
(英語話者・男性 2 (ES_M2) Question number 7: （2-second pause）Run, don’t stop, run.
15 seconds
(英語話者・男性 2 (ES_M2)) Question number 8: （2-second pause）Sit down. Can you sit down?

15 seconds
(英語話者・男性 2 (ES_M2) Question number 9: （2-second pause）We are moving. Let’s go! Stand up,
everyone.
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F）では、次の問題に進みます。
正答・採点基準
Question 7: ②
Question 8: ③
Question 9: ④

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施） 第 1 期（分析）
第２期（改訂）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
Stop のイラスト http://illustcut.com/?p=4906
Move のイラスト https://sozai-good.com/illust/person/father/21465
Sit down のイラスト http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_1821.html
Stand up のイラスト https://clipartfest.com/download/69Lf8oY
開発担当者
長沼君主（印南洋、新井雅也）

CEFR-J レベル
A1.1
技能
Listening
Can Do descriptor
日常生活に必要な重要な情報（数字、品物の値段、日付、曜日など）を、ゆっくりはっきりと話されれば、
聞きとることができる。
テスト・タスク
あなたはホームステイ先で夕食を作ろうとスーパーに来ています。今レジでお金を払おうとしています。金
額を聞き取り、最も適切なものを選びましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごと
に 15 秒です。30 秒後に放送が始まります。
Question number 10:

①

②

③

④

$1

$2

$1

$2

①

②

③

④

$3

$5

$3

$5

①

②

③

④

$2

$4

$2

$4

Question number 11:

Question number 12:

＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F）あなたはホームステイ先で夕食を作ろうとスーパーに来ています。今レジでお金
を払おうとしています。金額を聞き取り、最も適切なものを選びましょう。聞くことができるのは 1 度のみで
す。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。
(15-second pause)

Transcript
(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])
(英語話者・女性 2 (ES_F2)) Question number 10: （2-second pause）You have two carrots. That will be 1
dollar please.
15 seconds
(英語話者・男性 2 (ES_M2)) Question number 11: （2-second pause）You have five potatoes. That will be 3
dollars please.
15 seconds
(英語話者・女性 2 (ES_F2) Question number 12: （2-second pause）You have three apples. That will be 4
dollars please.
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F）では、次の問題に進みます。
正答・採点基準
Question 10: ①
Question 11: ①
Question 12: ②

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施） 第 1 期（分析）
第２期（改訂）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
人参のイラスト https://www.sozai-library.com/sozai/498
ジャガイモのイラスト http://publicdomainq.net/potato-vegetable-0002570/
りんごのイラスト https://www.sozai-library.com/sozai/1798
開発担当者
長沼君主（印南洋、新井雅也）

CEFR-J レベル
A1.2
技能
Listening
Can Do descriptor
趣味やスポーツ、部活動などの身近なトピックに関する短い話を、ゆっくりはっきりと話されれば、理解す
ることができる。
テスト・タスク
マリコさんは水泳部に入っています。タカシ君は入部しようか迷っていて、質問をしてきます。2 人の会話を
聞き、最も適切なものを選びましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒
です。30 秒後に放送が始まります。
Question number 13: When do the club members meet?

① on Mondays
② on Tuesdays
③ on Wednesdays
Question number 14: How many members are there in the swimming club?

① 12
② 20
③ 22
Question number 15: How can Takashi join the club?

① by reading the club’s website
② by visiting the club
③ by writing to the coach
＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F）マリコさんは水泳部に入っています。タカシ君は入部しようか迷っていて、質問
をしてきます。2 人の会話を聞き、最も適切なものを選びましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解
答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。
(15-second pause)
Transcript
(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])

(英語話者・女性 1 (ES_F1): Hi, Takashi.
(英語話者・男性 1 (ES_M1): Hi, Mariko. I want to join the swimming club. When do you meet?
(英語話者・女性 1 (ES_F1): We swim on Mondays.

(英語話者・男性 1 (ES_M1): Where do you swim? I heard that the school swimming pool is not available.
(英語話者・女性 1 (ES_F1): Right. We go to a pool near the station.
(英語話者・男性 1 (ES_M1): How many members are there in the club?
(英語話者・女性 1 (ES_F1): We have 20 members.
(英語話者・男性 1 (ES_M1): I see. (2 second pause) How can I join the club?
(英語話者・女性 1 (ES_F1): You are welcome to come and see us if you are interested.
(英語話者・男性 1 (ES_M1): Thank you. I want to know more about the club. I’d like to go to see you at the
swimming club.
5 seconds
(英語話者・男性 2 (ES_M2) Question number 13: （2-second pause）When do the club members meet?
15 seconds
(英語話者・男性 2 (ES_M2) Question number 14: （2-second pause）How many members are there in the
swimming club?
15 seconds
(英語話者・男性 2 (ES_M2) Question number 15: （2-second pause） How can Takashi join the club?
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F)では、次の問題に進みます。
正答・採点基準
Question 13: ①
Question 14: ②
Question 15: ②

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施） 第 1 期（分析）
第２期（改訂）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
開発担当者
印南洋（大内瑠寧、新井雅也）

CEFR-J レベル
A1.2
技能
Listening
Can Do descriptor
日常生活の身近なトピックについての話を、ゆっくりはっきりと話されれば、場所や時間などの具体的な情
報をききとることができる

テスト・タスク
タロー君はクラスメートのサヤカさんを映画に誘っています。2 人の会話を聞き、最も適切なものを選びまし
ょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。30 秒後に放送が始まりま
す。
Question number 16: Where will they meet?

① in front of the bookstore
② in front of the station
③ in front of the movie theater
Question number 17: When will they meet?

① 2:30
② 2:45
③ 3:00
＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F）タロー君はクラスメートのサヤカさんを映画に誘っています。2 人の会話を聞き、
最も適切なものを選びましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。
15 秒後に放送が始まります。
(15-second pause)
Transcript
(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])
(英語話者・男性 1 (ES_M1): Hi, I am going to watch that new horror movie this Sunday. Do you want to
come with me?
(英語話者・女性 1 (ES_F1): Yes, I’d really like that. Where shall we meet?
(英語話者・男性 1 (ES_M1): How about meeting in front of the movie theater? Is that OK?
(英語話者・女性 1 (ES_F1): Yes, in front of the movie theater. What time?
(英語話者・男性 1 (ES_M1): The movie starts at 3 pm. How about 2:45?
(英語話者・女性 1 (ES_F1): 2:45 is ok but I also want to buy popcorn and drinks. Is two-thirty ok for you?
(英語話者・男性 1 (ES_M1): Two-thirty is fine. See you then in front of the movie theater.
5 seconds
(英語話者・女性 2 (ES_F2) Question number 16: （2-second pause）Where will they meet?
15 seconds

(英語話者・女性 2 (ES_F2) Question number 17: （2-second pause）When will they meet?
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F)では、次の問題に進みます。
正答・採点基準
Question 16: ③
Question 17: ①

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施） 第 1 期（分析）
第２期（改訂）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
開発担当者
印南洋（大内瑠寧、新井雅也）

CEFR-J レベル
A1.3
技能
Listening
Can Do descriptor
ゆっくりはっきりと話されれば、自分自身や自分の家族・学校・地域などの身の回りの事柄に関連した句や
表現を理解することができる

テスト・タスク
ユミさんはクラスメートのシンジ君をピクニックに誘っています。2 人の会話を聞き、最も適切なものを選び
ましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。30 秒後に放送が始まり
ます。
Question number 18: When is the picnic?

① this weekend
② in two weeks
③ next Wednesday
Question number 19: Why is this a good chance for Shinji?

① He can enjoy sports with his friends.
② He can get to know about the new town.
③ He can meet new friends and talk to them.
Question number 20: What sport is Shinji interested in?

① basketball
② swimming
③ table tennis
＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F）ユミさんはクラスメートのシンジ君をピクニックに誘っています。2 人の会話を
聞き、最も適切なものを選びましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒
です。15 秒後に放送が始まります。
(15-second pause)
Transcript
(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])
(英語話者・女性 1 (ES_F1): Hi, Shinji. Are you coming to the picnic this weekend? You just moved in last month
so you are new here.
(英語話者・男性 1 (ES_M1): Thank you very much, Yumi. I am really interested, but I don’t have many friends
here.

(英語話者・女性 1 (ES_F1): Don’t worry. My friends want to talk to you. You will soon become friends with
them. They love swimming, and you do too. You can talk a lot about swimming.
5 seconds
((英語話者・男性 2 (ES_M2) Question number 18: （2-second pause）When is the picnic?
15 seconds
((英語話者・男性 2 (ES_M2) Question number 19: （2-second pause）Why is this a good chance for Shinji?
15 seconds
((英語話者・男性 2 (ES_M2) Question number 20: （2-second pause）What sport is Shinji interested in?
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F)では、次の問題に進みます。
正答・採点基準
Question 18: ①
Question 19: ③
Question 20: ②

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施） 第 1 期（分析）
第２期（改訂）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
開発担当者
印南洋（大内瑠寧、新井雅也）

CEFR-J レベル
A1.3
技能
Listening
Can Do descriptor
（買い物や外食などで）簡単な用をたすのに必要な指示や説明を、ゆっくりはっきりと話されれば、理解す
ることができる

テスト・タスク
スーパーでお客さんが店員と話しています。2 人の会話を聞き、最も適切なものを選びましょう。聞くことが
できるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。30 秒後に放送が始まります。
Question number 21: Why does the customer have a problem with his coupon?

① His coupon is too old.
② He doesn’t have enough coupons.
③ This store doesn’t accept any coupons.
Question number 22: What suggestion does the store clerk give?

① choose a banana ice cream
② choose a mango ice cream
③ choose a strawberry ice cream
＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F）スーパーでお客さんが店員と話しています。2 人の会話を聞き、最も適切なもの
を選びましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が
始まります。
(15-second pause)
Transcript
(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])
(英語話者・男性 2 (ES_M2): Hi, I’d like to buy this banana ice cream with this discount coupon.
(英語話者・女性 2 (ES_F2): Ah, how many coupons do you have?
(英語話者・男性 2 (ES_M2): What do you mean? I have only one coupon.
(英語話者・女性 2 (ES_F2): For that ice cream, you need two coupons, not one.
(英語話者・男性 2 (ES_M2): Oh, ok, that’s bad news.
(英語話者・女性 2 (ES_F2): With one coupon, you can buy a strawberry ice cream.
5 seconds
(英語話者・男性 1 (ES_M1) Question number 21: （2-second pause） Why does the customer have a
problem with his coupon?
15 seconds
(英語話者・男性 1 (ES_M1) Question number 22: （2-second pause）What suggestion does the store clerk
give?
15 seconds

（日本語話者・女性 JS_F)では、次の問題に進みます。

正答・採点基準
Question 21: ②
Question 22: ③

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施） 第 1 期（分析）
第２期（改訂）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
開発担当者
印南洋（大内瑠寧）

CEFR-J レベル
A2.1
技能
Listening
Can Do descriptor
ゆっくりはっきりと放送されれば、公共の乗り物や駅や空港の短い簡潔なアナウンスを理解することができ
る。

テスト・タスク
次の 5 人はそれぞれの目的地に向かうために、今空港にいます。Question number 23 の Ana Gonsales さんに
向けたアナウンスから順に流れます。それを聞いた反応として最も適切なものを選びましょう。聞くことが
できるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 30 秒です。1 分後に放送が始まります。
Question number 23: Ana Gonsales（目的地：Madrid）

① “Why do they want me to go there? Anyway, I’d better go there.”
② “Oh, my gate is far away from here. Why did they change the gate?”
③” “I see, but I don’t know their telephone number. What should I do?"
Question number 24: Jane Williams（目的地：Los Angeles）

① “I still have time to have some coffee at the café before boarding.”
② “Why are they calling my name? Some problem about my reservation?”
③ “Oh, the call for boarding! I’ve got to run! Otherwise I’ll miss the flight.”
Question number 25: Harold Wilcock（目的地：London）

① Oh! I have to rush to the gate. I don’t want to miss my flight.
② “Nice! I will be able to get to London earlier than I expected.”
③ “I can’t believe it! I have to tell my mom that my plane will not fly.”
Question

number

26:

Angela

Benetto

（

目

的

① “Why has the boarding time been changed? Some
② “Oh, it is far from here. I don’t want to walk there with this heavy bag.”
③ “What can I do about it? I can’t change my destination.”
Question number 27: Som Supnithi（目的地：Bangkok）

① “Mmm. How can I kill time for half an hour until they fix the problem?”
② “Oh, that’s too bad. Then I must look for a hotel to pass the night.”
③ “Free travel is not bad. I can volunteer and take another plane.”
＜スクリプト＞

地

：

mechanical

Rome

）

problem?”

（日本語話者・女性 JS_F）次の 5 人はそれぞれの目的地に向かうために、今空港にいます。Question number
23 の Ana Gonsales さんに向けたアナウンスから順に流れます。それを聞いた反応として最も適切なものを選
びましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 30 秒です。1 分後に放送が始ま
ります。
(30-second pause)
インプットテキスト：
Transcript
(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])
(英語話者・男性 2 (ES_M2) Question number 23: （2-second pause）This is an urgent call for passenger Ms.
Ana Gonsales. Would Ms. Ana Gonsales please go to the Airport Information Desk?
15 seconds
(英語話者・女性 2 (ES_F2) Question number 24: （2-second pause）Japan Airline flight 312 to Los Angeles is
now boarding. Would all passengers please proceed to GATE 15?
15 seconds
(英語話者・男性 2 (ES_M2) Question number 25: （2-second pause）Attention passengers on British Airways
flight 245 to London. The flight has been cancelled due to bad weather.
15 seconds
(英語話者・女性 2 (ES_F2) Question number 26: （2-second pause）Attention passengers on Alitalia Airlines
flight 342 to Rome. The boarding gate has been changed. The flight will now be leaving from Gate 24.
15 seconds
(英語話者・男性 2 (ES_M2) Question number 27: （2-second pause）Attention passengers on Thai Airline
flight 455 to Bangkok. The flight has been delayed for thirty minutes due to a small mechanical problem.
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F)では、次の問題に進みます。
正答・採点基準
Question 23: ①
Question 24: ③
Question 25: ③
Question 26: ②
Question 27: ①

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施） 第 1 期（分析）
第２期（改訂）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
開発担当者
和泉 絵美（新井雅也）

CEFR-J レベル
A2.1
技能
Listening
Can Do descriptor
聞くこと：学校の宿題、旅行の日程などの明確で具体的な事実を、はっきりとなじみのある発音で指示され
れば、要点を理解することができる

テスト・タスク
ALT の先生が宿題の指示を出しています。説明を聞き、最も適切なものを選びましょう。聞くことができる
のは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。30 秒後に放送が始まります。
Question number 28: After listening to your teacher, what do you need to do first?

① talk to your group members
② finish making slides
③ go to the computer class
Question number 29: According to the teacher, if you have a question at the computer center, who should you
ask?

① friends
② the teacher
③ the staff
＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F）ALT の先生が宿題の指示を出しています。説明を聞き、最も適切なものを選びま
しょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まりま
す。
15 seconds
Transcript
(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])

(英語話者・女性 2 (ES_F2) Now class, let’s review what we need to do by the next class. Yes, I am talking about
your homework. In the next class, we will spend some time on creating powerpoint slides for your group project.
Be sure to talk to your group members about what to include in the slides. You can create up to 5 slides. That
means you cannot include a lot of information. Talk to them about what to include and what not to include. If
you have time, go to the computer center and try to create some slides. Ask questions to the PC staff if you need
help. Do you understand? See you next class.
5 seconds

(英語話者・男性 2 (ES_M2) Question number 28. （2-second pause）After listening to your teacher, what do
you need to do first?
15 seconds
(英語話者・男性 2 (ES_M2) Question number 29. （2-second pause）According to the teacher, if you have a
question at the computer center, who should you ask?
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F)では、次の問題に進みます。
正答・採点基準
Question 28: ①
Question 29: ③

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施） 第 1 期（分析）
第２期（改訂）
メモ
開発担当者
印南洋

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

CEFR-J レベル
A2.2
技能
Listening
Can Do descriptor
スポーツ・料理などの一連の行動を，ゆっくりはっきりと指示されれば，指示通りに行動することができ
る。

テスト・タスク
あなたは、水泳教室でコーチからいろいろな泳ぎ方の説明を聞いています。説明を聞き、最も適切なものを
選びましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。30 秒後に放送が始
まります。

① front crawl

② backstroke

③ breast stroke

④ butterfly

Question number 30: Which swimming style is the most popular among beginners?
Question number 31: Which swimming style is the fastest way to swim?
Question number 32: Which swimming style is the most difficult?
＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F）あなたは、水泳教室でコーチからいろいろな泳ぎ方の説明を聞いています。説明
を聞き、最も適切なものを選びましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15
秒です。15 秒後に放送が始まります。
15 seconds

スクリプト(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])

(英語話者・男性 2 (ES_M2) Hello everyone. As you may know, there are four major swimming styles: the
front crawl, the backstroke, the breast stroke, and the butterfly. Let’s try three of them today. First, this style
is the slowest, and the most common for beginners. You put both your arms in front of you to sweep the
water back and kick your legs like a frog. OK? The next style is the most popular style and provides the
most speed. You propel your arms and kick hard to move forward. Finally, we are going to try one more
style today. This swimming style is the most difficult one. Bring your arms over your head, then use a
dolphin kick for your legs. Now, let’s try these three styles in turn.
5 seconds

(英語話者・女性 2 (ES_F2) Question number 30. （2-second pause）Which swimming style is most popular
among beginners?
15 seconds
(英語話者・女性 2 (ES_F2) Question number 31. （2-second pause）Which swimming style is the fastest
way to swim?
15 seconds
( 英語話者・女性 2 (ES_F2) Question number 32. （2-second pause）Which swimming style is the most
difficult?
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F)では、次の問題に進みます。
正答・採点基準
Question 30: ③
Question 31: ①
Question 32: ④

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施） 第 1 期（分析）
第２期（改訂）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
参照サイト
https://swimjim.com/blog/4-different-swimming-styles-strokes/
https://www.livestrong.com/article/430964-5-types-of-swimming-styles/
イラスト

https://www.ac-illust.com/

開発担当者
酒井英樹（小森真樹、新井雅也）

CEFR-J レベル
A2.2
技能
Listening
Can Do descriptor
視覚補助 のある作業（料理，工作など）の指示を，ゆっくりはっきりと話されれば，聞いて理解することが
できる。

テスト・タスク
家庭科の授業で、ALT の先生からピーナッツバタークッキーの作り方を教えてもらうことになりました。先
生の指示を聞き取り、次の質問に答えましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ご
とに 15 秒です。30 秒後に放送が始まります。

Question number 33: Which order matches the recipe?

① stir peanut butter and sugar together after beating two eggs
② preheat oven and then stir peanut butter and sugar
③ beat two eggs before stirring peanut butter and sugar
Question number 34: What do you need to do before rolling the dough into balls?

① bake the dough on the cookie sheet
② bake soda and salt

③ add baking soda and salt
Question number 35: How long do you need to cool the cookies?

① 5 minutes
② 10 minutes
③ 15 minutes
＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F）家庭科の授業で、ALT の先生からピーナッツバタークッキーの作り方を教えても
らうことになりました。先生の指示を聞き取り、次の質問に答えましょう。聞くことができるのは 1 度のみで
す。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。
15 seconds
スクリプト(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])
(英語話者・男性 2 (ES_M2) Hi everyone. Today, we are going to make delicious peanut butter cookies. First of
all, you preheat the oven to 175℃. Second, stir 2 cups of peanut butter and 2 cups of sugar together. When it
gets smooth, beat in 2 eggs one by one. Are you following me? OK. Then add baking soda and salt. Finally, roll
the dough into cookie sized balls and place them on the cookie sheet. Let’s move on to the next step. Bake the
balls for about 10 minutes in the oven. Allow the cookies to cool for 5 minutes. Then enjoy the cookies!
5 seconds
(英語話者・女性 2 (ES_F2) Question number 33. （2-second pause）Which order matches the recipe?
15 seconds
(英語話者・女性 2 (ES_F2) Question number 34. （2-second pause）What do you need to do before rolling the
dough into balls?
15 seconds
(英語話者・女性 2 (ES_F2) Question number 35. （2-second pause）How long do you need to cool the cookies?
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F)では、次の問題に進みます。

正答・採点基準
Question 33: ②
Question 34: ③
Question 35: ①

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施） 第 1 期（分析）
第２期（改訂）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
・参照 Web
https://www.allrecipes.com/recipe/16754/best-peanut-butter-cookies-ever
・無料画像

開発担当者
酒井英樹（小森真樹、新井雅也）

CEFR-J レベル
B1.1
技能
Listening
Can Do descriptor
外国の行事や習慣などに関する説明の概要を、ゆっくりはっきりと話されれば、理解することができる。

テスト・タスク
Your friends are giving a presentation about an event in a foreign country. Listen to the presentation and
answer a question. (友人が外国の行事についてプレゼンテーションをしています。内容を聞き取り、次の質
問に答えましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送
が始まります。)
(A)

(B)

(C)

Question number 36: Which is the correct order of pictures that the presenter showed?

①A－B－C

②B－C－A
③B－A－C
＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F)友人が外国の行事についてプレゼンテーションをしています。内容を聞き取り、次
の質問に答えましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に
放送が始まります。
15 seconds
スクリプト(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])
(英語話者・男性 2 (ES_M2) I am going to introduce a famous holiday in Mexico, which is known as “Day of the
death”. The holiday begins on October 31st and ends on November 2nd. During this period, family and friends
gather and pray for their family members, relatives or friends who have died. For the dead person, a special table,
called ofrendas, is built. On the table, decorative human skulls made from sugar or clay, flowers such as marigold,
and favorite food and drinks of the dead are provided.
(英語話者・女性 2 (ES_F2) Question number 36. （2-second pause）Which is the correct order of pictures that
the presenter showed?
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F)では、次の問題に進みます。
正答・採点基準
Question 36: ③
開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施）
第２期（改訂）

第 1 期（分析）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
参考
https://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_the_Dead

イラスト
高松真生
開発担当者
酒井英樹（菊原健吾）

CEFR-J レベル
B1.1
技能
Listening
Can Do descriptor
自分の周りで話されている少し長めの議論でも、はっきりとなじみのある発音であれば、その要点を理解すること
ができる。

テスト・タスク
Hanako and John are talking about Olympics. Listen to their conversation and answer the questions. (ハナコさ
んとジョンはオリンピックについて話しています。内容を聞き取り、次の質問に答えましょう。聞くことが
できるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。)
Question number 37: Why did John do volunteer work at the London Olympics?

① Because he was a student and had a lot of free time.
② Because he liked working as a volunteer.
③ Because he wanted to help people enjoy something.
＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F)ハナコさんとジョンはオリンピックについて話しています。内容を聞き取り、次の
質問に答えましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放
送が始まります。
15 seconds
スクリプト(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])
(英語話者・女性 2 (ES_F2) You have joined the London Olympics as a volunteer, haven’t you? Actually, I’m
thinking of applying for volunteer work of the Tokyo Olympics. I’d like to know why you determined to do that.
(英語話者・男性 2 (ES_M2) Well, I was a university student at that time, and I was interested in the tourist business.
I thought that would be a great chance to have a relationship with people from many different countries. I wanted
them to have a good time in my country and wanted to contribute to it.
5 seconds
英語話者・女性 1 (ES_F1) Question number 37. （2-second pause）Why did John do volunteer work at the London
Olympics?
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F)では、次の問題に進みます。
正答・採点基準
Question 37: ③

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施） 第 1 期（分析）
第２期（改訂）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
開発担当者
酒井英樹（大内瑠寧）

CEFR-J レベル
B1.2
技能
Listening
Can Do descriptor
自然な速さの録音や放送（天気予報や空港のアナウンスなど）を聞いて、自分に関心のある、具体的な情報の大部
分を聞き取ることができる。

テスト・タスク
You are waiting as a general boarding passenger at an airport. Listen to the announcement and answer the
question. (あなたは空港で飛行機に乗ろうとしています。アナウンスを聞いて、次の質問に答えましょう。聞
くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。)
Question number 38: What should you do now?

① move to gate 24 and board a plane in 5 minutes
② stay at gate 21 and take a later flight
③ move to gate 24 and wait for 15 minutes

＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F)あなたは空港で飛行機に乗ろうとしています。アナウンスを聞いて、次の質問に答
えましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始ま
ります。
15 seconds
スクリプト(speed: 70-90 words per minute [2.4-3.0 words per second])
（英語話者・女性 ES_F1) Attention to passengers. Due to bad weather in Hong Kong, the ABC Airlines flight 1234 to Hong
Kong has been delayed. Your boarding gate has been changed from 21 to 24. Would all passengers move to gate 24? The departure
time was also changed to 11:30. The flight will begin boarding in five minutes. Passengers with small children and those who
need special support may board at this time. General boarding will begin in about 15 minutes. Passengers holding tickets for seats
in rows 10 through 40 may board first. Please have your boarding pass and passport ready. It also looks like the flight is
slightly overbooked, so we are offering free round-trip tickets to a few passengers willing to take a later flight. Thank you for
your patience.

5 seconds
英語話者・女性 1 (ES_F1) Question number 38. （2-second pause）What should you do now?
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F)では、次の問題に進みます。

正答・採点基準
Question 38: ③
開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施）
第２期（改訂）

第 1 期（分析）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
開発担当者
酒井英樹（大内瑠寧）；周育佳（改訂 2021 年 9 月）

CEFR-J レベル
B1.2
技能
Listening
Can Do descriptor
はっきりとなじみのある発音で話されれば、身近なトピックの短いラジオニュースなどを聞いて、要点を理
解することができる。
テスト・タスク
You are listening to a radio news broadcast. After listening to the short news, answer the question. (あなたはニ
ュースを聞いています。次の短いニュースを聞き、質問に答えましょう。聞くことができるのは1度のみで
す。解答時間は、問題ごとに15秒です。15秒後に放送が始まります。)
Question number 39: Why was the increase of sales of bottled water unexpected?

① Coffee tastes better than bottled water.
② The disasters in Japan caused the change.
③ Tap water in Japan is appropriate for drinking.
＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F)あなたはニュースを聞いています。次の短いニュースを聞き、質問に答えましょ
う。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。
15 seconds
スクリプト(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])
英語話者・男性 1 (ES_M1) There was a change in the sales ranking of non-alcoholic drinks in Japan this year.
Bottled water went to the top of the ranking, while coffee, which had been in the highest position until last year,
became second. Officials say this change was surprising because tap water in Japan is safe for drinking. They also
suggest that this change may have resulted from the disasters that struck Japan recently. Japanese people seem
to feel anxious and are protecting themselves against unexpected events.
5 seconds
英語話者・女性 1 (ES_F1) Question number 39. （2-second pause）Why was the increase of sales of bottled water
unexpected?
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F)では、次の問題に進みます。
正答・採点基準
Question 39:

③

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施）
第２期（改訂）

第 1 期（分析）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ

開発担当者
酒井英樹（菊原健吾）；周育佳（改訂 2021 年 9 月）

CEFR-J レベル
B2.1
技能
Listening
Can Do descriptor
自然な速さの標準的な英語で話されていれば、テレビ番組や映画の母語話者同士の会話の要点を理解するこ
とができる。

テスト・タスク
You are watching a show on TV in English. Listen to the interview in the show and answer the questions. (あな
たはテレビを見ています。インタビュー内容を聞き、質問に答えましょう。聞くことができるのは 1 度のみで
す。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。)
Question number 40. What does the man propose to change in the music industry?

① how the music is downloaded
② how CDs are sold
③ how musicians are paid
Question number 41. Why does the woman support the use of YouTube?

① It helps less known musician get popular.
② It helps famous musicians to sell their CDs.
③ It helps prevent downloading music illegally.

＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F) あなたはテレビのドラマ番組を見ています。会話を聞いて、質問に答えましょう。

聞くことができるのは 1 度のみです。 解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。
15 seconds
スクリプト(speed: 90-100 words per minute [3.0-3.6 words per second])
英語話者・女性 1(ES_F1): Alright, so Ben, what do you think about the music industry recently?
英語話者・男性 1(ES_M1): Recently? I'm not really sure about popular music, but one thing I've been noticing is with
all of the music websites.
英語話者・女性 1(ES_F1): Do you mean iTunes and YouTube?
英語話者・男性 1(ES_M1): Yes. With the internet and the increase of having high speed internet all around the world, I
think the industry is changing a lot, especially for musicians and how they get paid.
英語話者・女性 1(ES_F1): I agree.
英語話者・男性 1(ES_M1): It's interesting in that kind of way, but for artists I think it's not good. No one buys CDs
anymore. When was the last time you bought a CD?
英語話者・女性 1(ES_F1): I don't even remember. Probably like ten years ago.

英語話者・男性 1(ES_M1): Right. I think we need to change how we pay musicians. They used to sell CDs and receive
a profit from that, but now people are on YouTube downloading music illegally. If some musicians don’t have a very big
record deal, how are they going to get profit?
英語話者・女性 1(ES_F1): Well, you have a point, but I think it's a good thing that people can find non-famous singers
on internet. The other day on YouTube, accidentally, I found an ordinary person singing somebody's song. I thought he is
great, and I start listening to his songs and subscribed to his channel. In that sense, YouTube or those internet websites can
give them opportunity to show their talent.
英語話者・男性 1(ES_M1): That's true. There are some unknown artists that started out with just a YouTube video and
that video received many views. Now they're popular musicians that people know about…
5 seconds
英語話者・男性 (ES_M1) Question number 40. (2-second pause) What does the man propose to change in the music

industry?
5 seconds

英語話者・男性 (ES_M1) Question number 41. (2-second pause) Why does the woman support the use of YouTube?
15 seconds
(日本語話者・女性 JS_F)では、次の問題に進みます。

正答・採点基準
Question 40: ③ Question 41: ①
開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施）
第２期（改訂）

第 1 期（分析）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
開発担当者
周育佳（改訂新版 2021 年 9 月）

CEFR-J レベル
B2.1
技能
Listening
Can Do descriptor
トピックが身近であれば、長い話や複雑な議論の流れを理解することができる。

テスト・タスク
You are attending a lecture on psychology at university. Listen to the professor and answer the question.
(あなたは大学で心理学に関する講義に出ています。先生の話を聞いて、質問に答えましょう。聞くことができるの
は 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。

Question number 42. What did the teacher focus on in his talk?

① How we can push the limits of our brain.
② How the number of digits of phone number was decided.
③ How our knowledge about the human mind has changed.
＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F)あなたは大学で心理学に関する講義に出ています。先生の話を聞いて、質問に答えまし
ょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。
15 seconds
スクリプト(speed: 90-100 words per minute [3.0-3.6 words per second])
英語話者・女性 1 (ES_F1) I have to confess that I forget how I wanted to begin this lecture. That's probably because my mind,
just like everyone else's, can only remember a few things at a time. Researchers have often disagreed on the maximum amount
of items we can store in our mind. A new study put the limit at three or four. Early research found the working memory limit to
be about seven items. This is perhaps why telephone numbers are seven digits long. Now scientists think the true limit is low er
when people are not allowed to use tricks, like repeating items over and over or grouping items together. For example, when we
present phone numbers, we do it in groups of three and four. This helps us remember the list, but it inflates the estimate. Scientists
believe that we are approaching the estimate that we get when we cannot group. There is some controversy over what the real
limit is, but more and more people are accepting this kind of limit.
5 seconds

英語話者・男性 1 (ES_M1) Question number 42. （2-second pause）What did the teacher focus on in his talk?
15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F)では、次の問題に進みます。
正答・採点基準
Question 42: ③

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施）
第２期（改訂）

第 1 期（分析）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ

開発担当者
周育佳（改訂新版：2021 年 9 月）

CEFR-J レベル
B2.2
技能
Listening
Can Do descriptor
非母語話者への配慮としての言語的な調整がなされていなくても、母語話者同士の多様な会話の流れ（テレ
ビ、映画など）についていくことができる。

テスト・タスク
You are watching a TV program on social issues. Listen to the conversation and answer the question. (あなたはテレビで 社会
問題についての番組を見ています。会話を聞いて、質問に答えましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。 解
答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。)

Question number 43. Which is true about the opinion of the two guests?

①

They both think kids now are not getting enough exercise.

② They both agree with increasing the number of P.E. lessons.
③ They both agree with increasing the opportunities outside of school.

＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F) あなたはテレビで 社会問題についての番組を見ています。会話を聞いて、質問に答えま
しょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。
15 seconds
スクリプト(speed: 90-100 words per minute [3.0-3.6 words per second])

英語話者・男性 1(ES_M1): Today, we have two physical education teacher to talk about P.E. lessons in school.
Thanks for joining us. So, we often hear about how kids today are not fit, and they don't exercise enough. Do you
think that's true, Johanna?
英語話者・女性 1(ES_F1): Yes, I think it is true. Kids these days spend a lot more time on the computer than
they used to, so of course that means less time outside and getting fit.
英語話者・男性 1(ES_M1): Now, in some countries there's a big debate about how much fitness kids actually do
in school, so what’s the situation in our country, Richard?
英語話者・男性 2(ES_M2): In fact very recently, it has become quite a big problem in New Zealand for teenagers,
so there has been talk about increasing the number of P.E. lessons that students have.
英語話者・男性 1(ES_M1): What do you feel? Do you think it should be?
英語話者・女性 1(ES_F1): I actually don’t agree to be honest, because if you increase the number of P.E. lessons,
it doesn't necessarily increase students’ motivation to be involved in physical activity.
英語話者・男性 2(ES_M2): Yes, exactly. If you increase the opportunities outside of school, students maybe
become involved in a sport that they'd like to do and they hopefully can take it on as a lifetime sport, which is
more important.

英語話者・男性 1(ES_M1): But what if the kids that don't enjoy physical activity won't join a club? Isn’t it the
reason you need to actually make them do fitness at school?
英語話者・男性 2(ES_M2): Yeah, that's a very good counter argument. I think both sides make a good point.
5 seconds
英語話者・男性 (ES_M1) Question number 43. (2-second pause) Which is true about the opinion of the two guests?

15 seconds
（日本語話者・女性 JS_F)では、次の問題に進みます。
正答・採点基準
Question 43: ③
開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施）
第２期（改訂）

第 1 期（分析）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
開発担当者
周育佳（改訂新版：2021 年 9 月）

CEFR-J レベル
B2.2
技能
Listening
Can Do descriptor
自然な速さで標準的な発音の英語で話されていれば、現代社会や専門分野のトピックについて、話者の意図
を理解することができる。

テスト・タスク
You are attending the lecture at university. Your professor is summarizing and finishing the class. Listen to the
teacher and answer a question. (あなたは大学で授業を受けています。授業を終わる前に、先生が今日の内容
をまとめています。内容を聞き、質問に答えましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問
題ごとに 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。)
Question number 44. What are you expected to write about in a short essay?

① How university students can contribute to local residents.
② What kind of part-time jobs university students should do.
③ What university students should do while they are students.
＜スクリプト＞
（日本語話者・女性 JS_F)あなたは大学で授業を受けています。授業を終わる前に、先生が今日の内容をまと
めています。内容を聞き、質問に答えましょう。聞くことができるのは 1 度のみです。解答時間は、問題ごと
に 15 秒です。15 秒後に放送が始まります。
15 seconds
スクリプト(speed: 120-160 words per minute [2-2.7 words per second])
英語話者・女性 1 (ES_F1): In today's class, I have demonstrated what residents in this area expect university students to do for
the community. They want the students to be engaged in more volunteer works and have some experience in part-time jobs to get
used to working in society. People who volunteer report that they gain a lot of benefits from it, including better time management,
opportunities to meet new people, satisfaction from having helped others and improved mental well-being. However, some
students have argued that it is the primary responsibility of university students to build their expertise and contribute to the
development of academic research. During the four years of college life, freedom from a job allows students to invest fully in
academics and learn the theories and skills that will form the basis of their entire professional career. So, they think there is little
value in diluting this experience by taking on other responsibilities. What is your opinion about this topic? I would like every one
of you to write a short essay about this and bring it to the next class.

5 seconds
(英語話者・女性 2 (ES_F2) Question number 44. （2-second pause）What are you expected to write about in a
short essay?
15 seconds

（日本語話者・女性 JS_F)では、時間です。記入漏れがないか確認し、筆記用具を置いてください。これでリ
スニングテストを終わります。

正答・採点基準
Question 44: ③

開発段階
第 1 期（作成） 第 1 期（実施）
第２期（改訂）

第 1 期（分析）

第 2 期（実施） 第 2 期（分析）

メモ
開発担当者
酒井英樹（菊原健吾）；周育佳（改訂 2021 年 9 月）

