2019 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

How about a vegetable?という発言から、②と③に絞り、wings「翼」という語から、選択肢②を選
ぶ。

問2

男性の１回目の発言から、ローマは 5 日間、ウイーンかイスタンブールに２日か３日間と発言して
いる。そして女性がウイーンに 3 日間滞在しましょうと提案し、男性が承諾しているので、5＋3＝8
で、選択肢③を選ぶ。

問3

女性の１回目の発言から、ハイキングに行ったことがわかり、そして男性の発言に対して、So did
I.「自分もゴルフをした」と相槌を打っているので、選択肢②を選ぶ。

問4

男性の１回目の発言 Maybe on the kitchen table, or by the toaster?に対し、女性の発言 I
checked there. By the sink, too.から選択肢①、②、④を消去法で消せる。また、女性の２回目の
発言 I didn’t put it back.「私はそれ（塩）を戻さなかった。」からもピクニックに行って塩をかごから
戻さなかったことがわかるので、選択肢③を選ぶ。

問5

男性の１回目の発言から、午前は 1000 円、午後 2000 円とわかり、女性は正午から午後 2 時まで
テニスコートを借りることを希望しているので、2000×2＝4 より、選択肢④を選ぶ。

問6

男性の 1 回目の発言から More と than を聞き取り、against（反対）のほうが for(賛成)より多いこと
がわかれば、①と②に絞れる。そして、女性の 1 回目の発言「多くの人がまだ決めてない」から、
選択肢①を選ぶ。

問7

「スマホを落として画面を割ってしまったこと」に関する会話。女性の最後の発言 Didn’t you drop
your phone a few months ago?に対する返答として適切な選択肢④(Yes, and now I did it again.)
を選ぶ。

問8

「会社の上司への休暇申請」に関する会話。女性の最初の発言 We’re quite busy now. I think it
might be difficult.の内容に一致する選択肢②(Then you could give it a try and see what he
says.)を選ぶ。

問9

「外交官の無料講演」に関する会話。女性の最後の発言 Yes, it’s free. There are still some
seats left.に対する返答として適切な選択肢④(We’d better hurry.)を選ぶ。

問 10

「黄色の点滅信号で道を横断すべきか否か」に関する会話。男性の最後の発言 Come on! We
can make it if we run.に対する返答として適切な選択肢①(No. I don’t think it’s safe.)を選ぶ。

問 11

「サプライズパーティーの開始時間」に関する会話。女性の最後の発言 Actually…, the party
starts at 6.に対する返答として適切な選択肢③(I guess I should leave earlier.)を選ぶ。

問 12

「ピザのデリバリーサービス」に関する会話。男性の最後の発言 OK. By the way, customers who
pick up their order receive 20% off.に対する返答として適切な選択肢①(Sounds good. I’ll be
there in 30 minutes.)を選ぶ。

問 13

「夜行バスの乗り場」に関する会話。男性の最初の発言...The bus stop is right above it.を受け
て、女性が次に Thanks. Is it easy to find?と言っていることに対する返答として適切な選択肢④
(Yes, just take the elevator up one floor.)を選ぶ。
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第3問
A

第3問
B

問 14

女性の 2 回目の発言 I was waiting on the other side.「私は反対側にいた」から、選択肢④を選
ぶ。

問 15

男性の 2 回目の発言「妻のためにスカートを作ってもらいたいと思っている」に対し、女性の 2 回
目の発言「あなたを助けてくれる友達がいるよ」から、選択肢④を選ぶ。

問 16

男性の 4 回目の発言 actually「実際に」のあとで、「私はコーヒーが必要だ」という発言に対し、女
性の 4 回目の発言で on second thought「考え直して」のあとで、「私も同じものにする」と発言して
いるので、選択肢③を選ぶ。

問 17

女性の 4 回目の発言で「蝶の展示は本日行われていません」という発言から、蝶の展示の絵を見
て、Closed Friday と書かれているので、選択肢③を選ぶ。

問 18

女性の 5 回目の発言で「恐竜の展示の講義は 15 分後にあります」と発言しているのに対し、男性
が Good. I’ll do that.と返答しているので、選択肢①を選ぶ。

問 19

女性の 6 回目の発言で、男性は permanent exhibition と East Asian Pottery の展示を見ることが
わかる。女性の 1 回目の発言で permanent exhibition は 20 ドル、そして East Asian Pottery の展
示の絵から、22 ドルかかることがわかる。20＋22＝42 となるので、選択肢③を選ぶ。

第4問
A

エッセーのテーマは「自転車に乗れるようになるための兄との練習から得た教訓」に関するもの。
問 20

設問の Why was it important for the girl to know how to ride a bicycle?に対して、第６文に My
friends could no longer tease me for not being able to ride a bicycle.とあるので、選択肢①(So
that her friends would not make fun of her)を選ぶ。

問 21

設問の What made Brad and Marc laugh?に対して、第７文以降で「兄たちが自転車から手を離し
たことで、筆者が自転車を制御できなくなり車庫にぶつかり転倒し、その姿を見た兄たちが笑っ
ていた」ことが描写されているので、選択肢①(Their sister ran into the garage.)を選ぶ。

問 22

設問の What did the girl learn through this childhood experience?に対して、最終文の but 以下
の内容 this experience taught me to be strong and not to give up に注目し、選択肢①(To be
tough and to keep on going.)を選ぶ。

第4問
B

3 人の議論のテーマは 「新たに飼う犬を、ペットショップで買うべきか、保護施設から引き取るべ
きか」に関するもの。
問 23

設問の According to Janet, what is the main reason for adopting dogs?からジャネットの最初の発
言に注目し、その中に And most importantly, all the dogs need a new home and family to love
them とあることから、選択肢②(Shelter dogs need a loving home.)を選ぶ。

問 24

設問の Which of these concerns does Nicholas have with shelter dogs?から、ニコラスの２回目の
発言に注目し、その中に I also worry that shelter dogs might have some kind of problem. They
might bite people or bark too much.とあることから、選択肢④(They might have behavioral
problems.)を選ぶ。

問 25

設問の What is the result of this conversation?から、3 者それぞれの最後の発言に注目すれば
「保護施設から犬を引き取ることに決めた」ということがわかるので、選択肢③(They will all visit
the animal shelter.)を選ぶ。
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