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2007年度大学入試センター試験 解説 〈英語（リスニング）〉 

 
第１問 

問１ 

【読み上げ文】 

W: Where have you been?  I’ve been waiting here so long. 

M: Sorry, I couldn’t get out of the office until 5:30. 

W: But that was half an hour ago. 

【読み上げ文の訳】 

女性「どこにいたの？ ずっとここで待ってたのよ」 

男性「ごめん。5時半まで職場を出られなかったんだ」 

女性「でもそれは30分前のことよ」 

【問題】 

「今何時か」（正解は③） 

問２ 

【読み上げ文】 

W: May I help you? 

M: Yes.  Can you show me that tie with circles under the stripes? 

【読み上げ文の訳】 

女性「ご用件は？」 

男性「はい。縞の下に丸が並んでいるネクタイを見せてもらえますか」 

【問題】 

「男性が見たいのはどのネクタイか」（正解は①） 

問３ 

【読み上げ文】 

M: Could you help me find my seat? 

W: Yes, sir.  (pause)  As you face the stage, it’s in the second row, second seat from the right. 

M: Thanks.  I can find it. 

【読み上げ文の訳】 

男性「座席を探すのを手伝ってもらえますか」 

女性「かしこまりました。（間）舞台に向かって，2列目の右から2番目の座席です」 

男性「ありがとう。わかりました」 

【問題】 

「男性の座席はどこか」（正解は④） 

問４ 
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【読み上げ文】 

M: May I see your driver’s license?  This is a 30 kilometer zone, and you were going 20 kilometers over the 

limit. 

W: Oh, I thought the limit was 60. 

【読み上げ文の訳】 

男性「運転免許証を拝見させてください。ここは制限時速30キロの区域ですが，あなたは制限時速を20キロ超

えて走っていました」 

女性「あら，制限時速は60キロだと思っていたわ」 

【問題】 

「女性はどれくらいの速度で運転していたのか」（正解は③） 

問５ 

【読み上げ文】 

M: I’m cooking vegetable curry tonight.  We have onions and potatoes… how about carrots and mushrooms? 

W: We have carrots, but we’re out of mushrooms. 

M: Then let’s stop at the store. 

【読み上げ文の訳】 

男性「今晩は僕が野菜カレーを作ろう。タマネギとジャガイモはあるから…ニンジンとマッシュルームはあるか

な」 

女性「ニンジンはあるけど，マッシュルームはないわ」 

男性「じゃあ店に寄って行こう」 

【問題】 

「男性と女性は何を買うのか」（正解は①） 

問６ 

【読み上げ文】 

W: No wonder I didn’t get your email!  You typed my address wrong. 

M: What’s wrong with it? 

W: You need a dot between “lisa” and “brown.” 

【読み上げ文の訳】 

女性「あなたのメールが来なかったのも無理ないわ！ 私のアドレスを間違えているもの」 

男性「どこが間違ったのかな」 

女性「“lisa”と“brown”の間にドット（点）が必要なのよ」 

【問題】 

「女性の正しいeメールアドレスはどういうものか」（正解は④） 
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第２問 

問７ 

【読み上げ文】 

W: What did you do over the weekend? 

M: Oh, I started reading a really good book. 

【読み上げ文の訳】 

女性「週末はどうしてたの？」 

男性「ああ，本当にいい本を読み始めたんだ」 

【選択肢】 

①「本当？ 何の本？」（正解） 

②「本当？ どうして気に入らないの？」 

③「ええ，読み終えたらあなたに貸すわ」 

④「ええ，後であなたに返します」 

問８ 

【読み上げ文】 

W: So, how do you get to work? 

M: Well, I live close by, so I just ride my bicycle. 

【読み上げ文の訳】 

女性「それで，職場へはどうやって行くの？」 

男性「うん，近くに住んでいるから，自転車に乗るだけなんだ」 

【選択肢】 

①「オートバイも買わなきゃいけない」 

②「歩けば何時間もかかるに違いない」 

③「それはいいわね」（正解） 

④「あなたは運転が上手に違いない」 

問９ 

【読み上げ文】 

M: Ms. Tucker, a Mr. Richard Clayton is on the phone. 

W: I’m a little busy right now.  Could you have him call me back after four o’clock? 

【読み上げ文の訳】 

男性「タッカーさん，リチャード・クレイトンさんという方からお電話です」 

女性「今ちょっと忙しいの。4時以降にかけ直すように言ってくれない？」 

【選択肢】 

①「わかりました。あなたに会うよう彼に頼みます」 

②「わかりました。4時に彼に電話します」 

③「わかりました。私が彼に会います」 
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④「わかりました。彼に伝えます」（正解） 

問10 

【読み上げ文】 

W: Well Joe, how much is it going to cost me to fix this old car of mine? 

M: Hmm, since the engine needs major repairs, it’ll be at least 3,000 dollars. 

【読み上げ文の訳】 

女性「ねえ，ジョー，この古い車を直すとしたらいくらかかるかしら」 

男性「うーん，エンジンの大修理が必要だから，最低3千ドルはするね」 

【選択肢】 

①「ええっ！ 思っていたより高いわ」（正解） 

②「だめ！ それでは不十分よ」 

③「OK，その車を買いましょう」 

④「OK，お金は来週でもいいわ」 

問11 

【読み上げ文】 

M: How about going to the Chinese restaurant for dinner? 

W: Let’s try a different restaurant tonight. 

M: Why?  I thought that was your favorite place. 

【読み上げ文の訳】 

男性「夕食はあの中華料理店に行かないか？」 

女性「今夜は違うレストランにしましょう」 

男性「どうして？ 君はあそこが気に入っていると思っていたんだが」 

【選択肢】 

①「ええ，でも中華料理は好きじゃないの」 

②「ええ，でも違うところを試したくないの」 

③「ええ，でもあそこは値上げしたわ」（正解） 

④「ええ，でも前にあそこで食べたことはないわ」 

問12 

【読み上げ文】 

M: I’m worried about the dog. 

W: Yeah, she hasn’t eaten anything for two days. 

M: Maybe we should take her to Dr. Thompson. 

【読み上げ文の訳】 

男性「あの犬のことが心配なんだ」 

女性「ええ，あの犬は2日間何も食べてないわ」 

男性「トンプソン先生のところへ連れて行った方がいいかもしれない」 
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【選択肢】 

①「OK，あの犬がすることを見つけます」 

②「OK，あの犬が食べるものを見つけます」 

③「OK，今夜あの犬を散歩に連れて行きます」 

④「OK，明日の朝あの犬を連れて行きます」（正解） 

問13 

【読み上げ文】 

M: Do you have any plans for the winter holidays? 

W: Yes, I’m going to go skiing at White Mountain with some friends. 

M: Really?  Do you think there will be enough snow? 

【読み上げ文の訳】 

男性「冬の休暇は何か計画があるの？」 

女性「はい，友達とホワイトマウンテンにスキーに行くつもりです」 

男性「本当？ 雪が十分にあると思う？」 

【選択肢】 

①「はい，このところ暖かくて乾燥していました」 

②「はい，けっして混雑していません」 

③「はい，友達は皆スキーが上手です」 

④「はい，２，３日前にたくさん降りました」（正解） 

 

第３問 

Ａ 

問14 

【読み上げ文】 

W: Let’s take a taxi to the theater.  It’s too far to walk to the bus stop. 

M: But that would be kind of expensive.  How about taking the train? 

W: Well, we’d have to change trains three times. 

M: Oh, that’s right.  Let’s go with your idea then. 

【読み上げ文の訳】 

女性「劇場までタクシーで行きましょう。バス停まで歩くのは遠すぎるわ」 

男性「だけどちょっと高くつくよ。電車に乗るのはどう？」 

女性「でも，3回も乗り換えなきゃいけないわ」 

男性「ああ，その通りだ。君の言うとおりにしよう」 

【問題と選択肢】 

「男性と女性は劇場までどうやって行くつもりか」 

① バスで。 
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② タクシーで。（正解） 

③ 電車で。 

④ 徒歩で。 

問15 

【読み上げ文】 

M: How’re your Japanese lessons going, Tina? 

W: OK, Grandpa, except for writing.  I feel like giving up. 

M: You should practice every day.  Why don’t you keep a diary in Japanese? 

W: But I don’t like writing to myself. 

M: How about writing letters to your classmates? 

W: That’s a good idea.  I’ll do that. 

【読み上げ文の訳】 

男性「日本語の授業はどうだね，ティナ」 

女性「大丈夫よ，おじいちゃん，書くこと以外はね。もうギブアップしたい気分」 

男性「毎日練習した方がいい。日本語で日記を書いたらいいんじゃないかな」 

女性「でも私は自分に向かって書くのは好きになれないわ」 

男性「クラスメートに手紙を書くのはどうかね」 

女性「それはいい考えだわ。そうしましょう」 

【問題と選択肢】 

「ティナは何をする可能性が高いか」 

① 日本語で書くのをあきらめる。 

② 日本語で日記を書く。 

③ 祖父と一緒に書く練習をする。 

④ 日本語でクラスメートに手紙を書く。（正解） 

問16 

【読み上げ文】 

M: It’s a beautiful day.  Let’s go fishing. 

W: Sounds great, Dad.  Oh, before we go to the river, can we take my tennis racket to the shop to get it 

repaired? 

M: But it’s closed because today’s a holiday, remember? 

W: Oh yeah, that’s right.  OK, let’s go. 

【読み上げ文の訳】 

男性「今日はいい天気だ。釣りに行こう」 

女性「いいわね，パパ。そうだ，川に行く前に，テニスのラケットを店に持って行って修理してもらってもいい？」 

男性「だけど，ほら，今日は休みだから店は閉まっているよ」 

女性「あ，そうか，その通りだわ。OK，行きましょう」 
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【問題と選択肢】 

「父親と娘は今どこへ行くのか」 

① 魚市場。 

② 修理店。 

③ 川。（正解） 

④ テニスコート。 

 

Ｂ 

【読み上げ文】 

W: Hi, Ken.  It’s Mom. 

M: Oh, hi, Mom.  I was just going to call you. 

W: How’s your new room? 

M: You know it was empty when you saw it, but it looks really different now. 

W: Where did you put everything? 

M: Well, the bed is on the opposite wall from the door.  And my desk is under the big window. 

W: And your bookcase? 

M: It’s by the bed, under the little window, and on the other side of the bed in the corner is the TV. 

W: How about the table? 

M: At first, I wanted to put the table in the middle of the room, but I realized there would be more space if I 

put it against the wall near the door. 

W: That sounds good.  Oh, but how about the refrigerator? 

M: It just fit in the corner farthest from the door, and I put the microwave on top of it. 

【読み上げ文の訳】 

女性「もしもし，ケン。ママよ」 

男性「やあ，ママ。ちょうどママに電話しようと思っていたところなんだ」 

女性「新しい部屋はどう？」 

男性「ママが見た時は何もなかっただろうけど，今は全然違うよ」 

女性「家具はどこに置いたの？」 

男性「ベッドはドアとは反対側の壁に沿って置いてある。机は大きい窓の下」 

女性「じゃ本箱は？」 

男性「ベッドのそば，小さい窓の下に本箱を置いて，ベッドのもう一方の側の隅にはテレビを置いた」 

女性「テーブルはどうしたの？」 

男性「初めは部屋の真ん中にテーブルを置こうと思ったんだけど，ドアに近い壁に当てて置いたらスペースがと

れると気づいたんだ」 

女性「それはよさそうね。でも，冷蔵庫はどうしたの」 

男性「ドアから一番遠い隅にピタッと合った，そして上に電子レンジを置いたんだ」 
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【家具の位置】 

問17  テレビ    ① 

問18  テーブル  ⑤ 

問19  冷蔵庫    ③ 

 

第４問 

Ａ 

問20 

【読み上げ文】 

Thank you for calling the Southeast Coast Weather Center.  Here’s the weekend beach report.  

Saturday morning, good weather is expected with partly cloudy skies and mild winds with temperatures in 

the lower 30s.  In the afternoon, clouds will increase and occasional showers are expected.  The forecast for 

Sunday is light rain continuing until noon, gradually becoming clear and sunny.  However, winds will 

increase and high waves are likely, so beach-goers are advised to refrain from swimming throughout the 

afternoon. 

【読み上げ文の訳】 

こちらはサウスイースト沿岸気象センターです。週末の海岸の天気予報をお知らせします。土曜日の朝は晴れ

時々曇りで，風は穏やか，気温は30度台前半でしょう。午後は雲がかかって，にわか雨が予想されます。日曜日

の天気予報は，正午まで小雨が降り続き，次第に晴れて陽がさしてくるでしょう。しかしながら，風は強くなり

波が高くなりそうです。したがって，海岸に出かける人は午後はずっと泳ぐのを控えた方がよいでしょう。 

【問題と選択肢】 

「泳ぎに行くのに一番よい時間はいつか」 

① 土曜日の朝。（正解） 

② 土曜日の午後。 

③ 日曜日の朝。 

④ 日曜日の午後。 

問21 

【読み上げ文】 

Good morning, everybody.  Welcome to Central City’s annual community cleanup today.  Today we’ll 

pick up litter along a one-kilometer section of the river.  Pick up a bag and a pair of gloves before you get 

started.  At 10:30 we’ll take a break for cold drinks and snacks.  After we finish around noon, stop by the 

Community Center to receive a free ticket for a movie of your choice at any of our local theaters.  This is our 

way of saying thank you for volunteering. 

【読み上げ文の訳】 

皆さん，おはようございます。今日はセントラルシティーの毎年恒例地域清掃にようこそ。今日は川沿い１キ

ロ区域のゴミを集めます。開始する前にバッグと手袋をお持ちください。10時半に冷たい飲み物と軽食のための
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休憩があります。正午頃に終了した後，コミュニティセンターに寄って好きな映画の無料チケットを受け取って

ください。市内のどの映画館でも利用できます。これはボランティアの皆さんへの感謝の印です。 

【問題と選択肢】 

「清掃の後，参加者は何を受け取ることができるのか」 

① バッグと手袋。 

② 映画のチケット。（正解） 

③ 感謝状。 

④ 無料の飲み物と軽食。 

問22 

【読み上げ文】 

OK, Pat.  Here’s the medicine for your cold.  There are two kinds.  These yellow tablets are for your sore 

throat.  Take two of them three times a day, after each meal.  Take one of these green pills after meals only 

when you have a very high fever.  They’ll bring your temperature down to normal.  They’re strong, so take 

no more than three a day. 

【読み上げ文の訳】 

はい，パット。あなたの風邪薬がこれです。2種類あります。こちらの黄色い錠剤は喉の炎症を抑える薬です。

1日3回，食後に2錠飲んでください。こちらの緑色の丸い錠剤は，熱が非常に高くなった時だけ食後に1錠飲

んでください。体温を平熱まで下げます。効き目が強いので，1日に3錠以上飲まないでください。 

【問題と選択肢】 

「喉の炎症と微熱がある場合パットは食後に何を飲むべきか」 

① 黄色の錠剤1錠と緑色の丸い錠剤2錠。 

② 緑色の丸い錠剤3錠。 

③ 黄色の錠剤2錠。（正解） 

④ 黄色の錠剤2錠と緑色の丸い錠剤1錠。 

 

Ｂ 

【読み上げ文】 

In 1995 a special prize for female novelists, called the Orange Prize for Fiction, was established in Britain.  

The point of giving this prize was to encourage women writers and attract more attention to their works. 

Recently, in order to find out if people’s reading habits had changed since the Orange Prize was started, 

researchers asked a group of 100 British professors and writers about the novels they read.  This group 

included both men and women.  All of these 100 people said they supported the Orange Prize and that they 

never chose or avoided a book because of the author’s sex. 

Nevertheless, it was found that the men mainly read works by other men.  When the researchers asked, 

“What novels by women writers have you read recently?” a majority of the men found it hard to recall or 

could not answer.  However, when asked the same question, many of the women were able to name several 
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book titles.  The researchers concluded that although men seem to support the Orange Prize, it appears that 

they choose to read novels written by men. 

【読み上げ文の訳】 

1995 年に，オレンジフィクション賞という名の，女性小説家のための特別賞がイギリスで創設された。この

賞を与える目的は，女性作家を励まし，女性作家の作品にもっと注意を向けさせようというものであった。 

最近，オレンジ賞が始められて以来人々の読書習慣が変わったかどうかを調べるため，研究者は100人のイギ

リス人の教授と作家に彼らが読んだ本について尋ねた。このグループには男性も女性も両方含まれていた。これ

ら100人の全員が，オレンジ賞を支持し，作者の性別のために本を選んだり避けたりしない，と言った。 

にもかかわらず，男性は主に他の男性によって書かれた作品を読むことがわかった。「あなたは最近女性が書

いた小説ではどんなものを読みましたか」と研究者が尋ねると，男性の大半は思い出すのが困難であるか答える

ことができないかであった。しかし，同じ質問を尋ねると，女性の多くが何冊かの本の題名を挙げることができ

た。研究者の結論は，男性はオレンジ賞を支持しているようではあるが，男性によって書かれた小説を読む方を

選ぶようだ，というものだった。 

【問題と選択肢】 

問23 「研究者はなぜこの研究を行ったのか」 

① オレンジ賞について人々がどのように考えているか知るため。 

② 男性と女性のどちらがより多くの小説を読むか知るため。 

③ オレンジ賞が人々の読書習慣に影響を及ぼしたかどうか知るため。（正解） 

④ 以前より女性作家が増えたかどうか知るため。 

問24 「研究者が研究のために選んだのはどのグループの人々か」 

① オレンジ賞を支持すると言った女性小説家。 

② イギリス出身の男性と女性の教授と作家。（正解） 

③ 女性作家が書いた本を読もうとしなかった人々。 

④ オレンジ賞に励まされた読者と作家。 

問25 「研究者の発見によれば，正しいものは次のどの文か」 

① 男性は選り好みをまったくしないと言ったが，男性作家の方をより好むようだった。（正解） 

② 男性はオレンジ賞を支持すると言ったが，男性が読む小説の数は女性より少なかった。 

③ 女性は男性よりもオレンジ賞を支持すると言った。 

④ 女性は以前よりも多くの本を書くよう励まされていると言った。 

 


