2017 年度 センター試験 英語リスニング (本試験) ワンポイント解説
第1問

第2問

１

a room with a bathroom と for two students、最後の don’t mind が聞き取れていることがポイント。

2

始めに聞き取った金額から引き算をしていくことに気づけたかどうかがポイント。35 ドルを靴に、
10 ドルをプレゼントに使ったわけだから、残りがバスの運賃になったと考える。

3

会話の最後の I’ve got to go to office が聞き取れていることがポイント。

4

会話の最後の the movie could’ve been a bit shorter が聞き取れていることがポイント。could’ve
というやや聞き取りにくい部分があるが、主語と文末さえ聞き取れればよい。細部に注意を払い
すぎないこともセンターリスニングのポイントと言える。

5

Around 90 を聞き取った後に、a third of them are junk mail を聞き取れていることがポイント。90
の 3 分の 1 なので 30 を選ぶ。数に関する表現はセンターリスニングで毎年必ず問われている。

6

yours looks better と It has strawberries から女性の弁当にはイチゴが入っていないとわかる。さ
らに I’ll trade a strawberry for one of your sausages から女性の弁当にはソーセージが入ってい
るとわかるので、選択肢④を選ぶ。

7

発言内容から、女性が dance performance が始まる時間を勘違いしていたことがわかる。心配し
た男性が、選択肢②「あなたは来ることが出来ないの？」のように尋ねたと推測する必要がある。

8

女性の最後の発言 Your Spanish seems quite advanced.「あなたのスペイン語はすごく上達したよ
うに思える。」から、選択肢②を選ぶ。

9

最初の発言で女性が「体育の授業で首の筋を違えてしまい、本当に痛い」と言っている。男性が
「医者に診てもらうために学校を早退した方がよい」と言ったことに対し、女性が「あなたならそう
するの？」と聞いているので、選択肢①を選ぶ。

10

男性の最後の発言で「君は僕のことを覚えているかい？僕はシカゴ出身のジョーだよ。」と言って
いるが、その前の女性の発言が Ah, hello ... とぎこちない言い方となっている。ここから、女性は
男性を認識していないとわかるので、「人違いではないですか」という意味の選択肢③を選ぶ。

11

緊急時の準備ができているかと問われている場面。女性の最後の発言で「水はどうか」と尋ねら
れているので、選択肢①を選ぶ。

12

男性の最後の発言 How can I help you with that?から、選択肢②を選ぶ。

13

女性が skeptical「懐疑的だ」と述べたことに対して、男性が最後の発言で「なぜ？それは調査に
基づいたものだよ」と述べていることから、選択肢③を選ぶ。
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第3問
A

第3問
B

第4問
A

第4問
B

14

What, Mom?「お母さん、どうしたの？」の直後で The hole in your trousers!とあるため、母親はパ
ンツが破れたことに対して怒っているとわかる。

15

設問と選択肢から曜日を聞き取らなければならないとわかる。会話の後半で the day after
tomorrow が木曜日であるとわかるので、2 日前の今日は火曜日だと考えることができる。

16

男性は発言内容(shopping cart など)から supermarket にいるとわかる。Let me look in the
kitchen.や Will you get some carrot?などから、女性は自宅にいて買い物を頼んでいると考えら
れる。

17

設問(first in the conversation)から会話文の始めの方を聞けばよいとわかる。女性の 1 回目の発
言(organize events)と 2 回目の男性の発言(you would be a good leader)から、選択肢③を選ぶ。

18

3 回目の男性の発言(That’s what I’d like to do.)と、4 回目の男性の発言(I’ve been teaching
foreign students ... )から男性が言葉を教えたいと思っていると考えて、選択肢①を選ぶ。

19

2 回目の女性の発言(I can’t really go before mid-July.)から、女性は 7 月中旬よりも前に出発で
きないとわかるので、選択肢②は不適。3 回目の女性の発言(I have no teaching experience.)か
ら、選択肢④も不適。最後の女性の発言(I don’t think I can lift heavy things.)から選択肢①も不
適となるので、選択肢③を選ぶ。

20

When he was 12 years old, he was blinded in both eyes during an experiment in science class.「12
歳の時、理科の授業の実験で両目が見えなくなった。」と言っているので、選択肢①を選ぶ。

21

There, he was shocked ～ for certain diseases.「事故によって引き起こされたものではなく、適切
な処置を欠いた結果の失明であると知ってショックを受けた」とある。ここから、「適切な処置さえ
行えれば失明は防ぐことができた」と考えて、選択肢③を選ぶ。

22

by performing over three million eye operations と発言しているので、選択肢②を選ぶ。

23

functional and practical things like pens, stamps, and notebooks という Tomomi の発言から、選
択肢②を選ぶ。

24

How about ceramic bowls, vases, and those kinds of things?という Eiji の発言から、選択肢②を
選ぶ。選択肢の pottery「陶器」という単語の意味を知らない場合は、消去法で対応することにな
ってしまう。

25

I like Tomomi’s idea of taking pens また but stationary is easy to pack and carry という Asako の
発言と、Asako の発言の後の Eiji の Brilliant! Those are really good points, Asako.という発言か
ら、選択肢③を選ぶ。
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