2018 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

問1

Skyscraper「超高層ビル」という語から選択肢を②と④に絞り込む。女性の最後の発言から、男性
が 1 人で写真に写っているわけではないとわかるので選択肢②を選ぶ。

問2

始めに聞き取った金額から引き算をしていく。85 ドルからクーポンで割り引かれる 15 ドルを引き、
母親からもらった 10 ドルを引く。最後に残った金額を 2 で割り、選択肢③を選ぶ。

問3

女性の最後の発言から選択肢③を選ぶ。

問4

女性の 2 回目の発言である、「前の（＝古い）モデルは在庫がないが、すぐに届く」という発言を
受けて、男性が「取り置きをしてください」と言っていることから選択肢③を選ぶ。

問5

2 回目の男性の発言で現在の時刻が 1 時 50 分であるとわかる。それを受けて女性が「時計が 20
分遅れている」と発言しているので、選択肢②を選ぶ。

問6

1 回目の女性の発言から選択肢を①と②に絞り込む。さらに 2 回目の女性の発言から、アジア人
観光客の数が増加していることがわかるため、選択肢②を選ぶ。

問７

男性がお店からちょうど戻ってきたところだと発言した後、女性が男性の買ってきたものを確認し
ている発言から、選択肢②を選ぶ。

問8

女性と男性の最後の発言から、女性はメニューから vegetarian meals を見て注文するとわかる。メ
ニューを選ぶために時間がかかると推測し、選択肢②を選ぶ。

問9

男性の最後の発言から女性の発言に同意していることがわかる。つまり、男性と女性の意見が一
致しているため、「（そう思っているのは）あなただけじゃないわよ」という意味の選択肢④を選ぶ。

問 10

男性の「どっちの方が速いと思う？」という発言に対し、女性の「分からないから尋ねているの」と
返答している。このことから二人とも答えがわかっていないと考え、選択肢④を選ぶ。

問 11

女性と男性の最後の発言から白い紙とピンクの紙の枚数が反対であることがわかるので、選択
肢④を選ぶ。選択肢④の the other way around「反対」という表現を知らないと正解を導くことが
出来ない。

問 12

女性の最後の発言「あなたは良い成績を取ることが出来ると思いますか？」から、選択肢②を選
ぶ。

問 13

選択肢を前もって見れば、最後の発言の主語を聞き取ることで正解を導くことが出来るとわかる。
女性の最後の発言の主語が “you” なので選択肢①を選ぶ。
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第3問
A

第3問
B

第4問
A

第4問
B

問 14

3 回目の女性の発言から正解の選択肢には curry が含まれるとわかる。さらに男性が最後の発言
で “they deliver, ～” と言っていることから、自宅で食事をすると判断し、選択肢②を選ぶ。

問 15

2 回目の女性の発言 “you can extend the period a week ～” から、選択肢①を選ぶ。不定冠詞
の “a” が直前の音とつながって聞きづらくなっている点に注意する。

問 16

女性の 3 回目の発言と男性の 3 回目の発言から選択肢③を選ぶ。放送文中の How long が、選
択肢では when に置き換えられていることに注意する。

問 17

女性の 1 回目の発言から、クルーズの後に昼食を取るとわかるので、選択肢を①と②に絞ること
ができる。2 回目の男性の発言 “This restaurant looks good. It’s probably 30 minutes or so from
the pier. If we leave right after the cruise, we can get there around noon.” より選択肢②を選ぶ。

問 18

2 回目の女性の発言 “There’s a castle just north of it (= the restaurant).” から、城がすぐ北に
あるレストランで食事をするとわかるので、選択肢④を選ぶ。

問 19

3 回目の女性の発言 “let’s visit the castle tomorrow.” から選択肢を①と②に絞り込む。男性
の 5 回目の発言から「動物園とホテルの間にある場所で写真を撮る」という発言からその場所が
“falls” であると推測できる。その直後の女性の発言 “that’s too much for one day.” と、その直
後の男性の発言 “Let’s do that tomorrow.” から、滝には次の日に行くと推測し、選択肢②を
選ぶ。

問 20

“One of the duties was cleaning the floors and the bathrooms. I wouldn’t have minded, but it had
to be done before everyone else got up.” という発言から選択肢④を選ぶ。

問 21

“but surely a phone on each floor would’ve been reasonable.” という発言から選択肢④を選ぶ。

問 22

最後の発言 “I realize now that overcoming these difficulties helped me grow up and become a
more responsible person.” から選択肢③を選ぶ。

問 23

Justin の最初の発言 “to get passports and visas や Also, they’ll need a health check and travel
insurance.” から選択肢④を選ぶ。

問 24

Tokiko の 2 回目の発言 “In my experience I was glad I took light cloning I could wear in layers ,
rather than heavy, winter clothes.” から選択肢②を選ぶ。

問 25

全体を通してそれぞれが違う意見を述べていることがわかる。特に Justin の 2 回目の発言 “OK,
but ～” や Karen の 2 回目の発言 “That’s true, Justin, but ～” にあるように、but を用いて
相手の考えと自分の考えが異なることを示している。これらのことを勘案し、選択肢④を選ぶ。
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