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2008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    １    正解 ③ 

【読み上げ文】 

W: You didn’t finish your book report yet? 

M: Well, it’s only Tuesday.  I still have three days. 

W: No, it’s due the day after tomorrow. 

M: Uh-oh. 

【読み上げ文の訳】 

女性「まだ書評を書き終えていないの？」 

男性「ああ，今日はまだ火曜日じゃないか。まだ３日あるよ」 

女性「いえ，締め切りはあさってよ」 

男性「ええっ？」 

【問題】 

「書評の締め切りはいつか」 

問２    ２    正解 ② 

【読み上げ文】 

M: I lost my glasses.  Has anyone turned them in? 

W: Can you describe them? 

M: Sure, the lenses are square-shaped, and uh … the parts that fit over the ears are rounded. 

W: OK, I’ll check. 

【読み上げ文の訳】 

男性「メガネをなくしたんです。誰かが届けていませんか」 

女性「どんなメガネですか」 

男性「はい，レンズが四角い形で，ええと…耳にかけるところが丸いんです」 

女性「わかりました，調べてみます」 

【問題】 

「男性が捜しているメガネはどれか」 

問３    ３    正解 ④ 

【読み上げ文】 

W: Where are you from? 

M: I’m from the U.S. 

W: What part? 

M: The Northeast.  I’m from a small town on the coast, south of New York City. 
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【読み上げ文の訳】 

女性「出身はどこですか？」 

男性「アメリカです」 

女性「どの地域ですか」 

男性「北東部です。ニューヨーク市の南，海岸の小さな町の出身です」 

【問題】 

「男性の出身地はどこか」 

問４    ４    正解 ① 

【読み上げ文】 

W: Hi, I’d like five ten-cent stamps and two one-dollar stamps, please. 

M: All right.  Anything else? 

W: No, but I only have a twenty-dollar bill. 

M: No problem. 

【読み上げ文の訳】 

女性「あの，10セント切手が5枚と1ドル切手が2枚ほしいんです」 

男性「わかりました。他には？」 

女性「いいえ，でも20ドル札しかないのですが」 

男性「かまいません」 

【問題】 

「切手は合計いくらか」 

問５    ５    正解 ① 

【読み上げ文】 

M: Hi, I’d like a scoop of chocolate ice cream. 

W: In a cup or cone? 

M: A cone, please.  Oh, and could you add a scoop of uh … vanilla? 

W: Sure. 

【読み上げ文の訳】 

男性「チョコ・アイスクリームを１つください」 

女性「カップですか，コーンですか」 

男性「コーンにしてください。ああ，それからバニラも１つ加えてください」 

女性「わかりました」 

【問題】 

「男性が注文しているのはどれか」 

問６    ６    正解 ② 

【読み上げ文】 

M: OK.  I’m ready to log on. 
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W: Remember, for your password, you need two letters and three numbers. 

M: Right. 

W: And make sure both letters are capitals. 

【読み上げ文の訳】 

男性「はい。ログオンの準備ができました」 

女性「覚えておいてください，パスワードには，2つの文字と3つの数字が必要です」 

男性「わかりました」 

女性「それと文字は両方とも大文字です」 

【問題】 

「正しいパスワードはどれか」 

 

第２問 

問７    ７    正解 ① 

【読み上げ文】 

W: Mike, are you coming with us? 

M: I wish I could, but something came up. 

【読み上げ文の訳】 

女性「マイク，一緒に行かない？」 

男性「行きたいんだけど，ちょっと用事ができたんだ」 

【選択肢】 

①「わかったわ，次回は一緒に行きましょう」 

②「わかったわ，あなたが行くことを他の人たちみんなに知らせましょう」 

③「わかったわ，あなたが行けてうれしいわ」 

④「わかったわ，あなたが車で迎えに来るのを待っているわ」 

問８    ８    正解 ② 

【読み上げ文】 

W: Hey Jim, could you keep an eye on my bag for me? 

M: Uh … will you be long? 

【読み上げ文の訳】 

女性「ねえ，ジム，私のバッグを見ててくれないかしら」 

男性「うん…長くかかるの？」 

【選択肢】 

①「いいえ，先週買ったばかりよ」 

②「いいえ，ちょっとお手洗いに行きたいだけよ」 

③「いいえ，長期休暇に出かけるだけよ」 

④「いいえ，それはきっとあなたのものよ」 
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問９    ９    正解 ④ 

【読み上げ文】 

W: You really like to travel abroad, don’t you? 

M: Well, I have a lot of chances because my son manages a travel agency. 

【読み上げ文の訳】 

女性「あなたは本当に海外旅行が好きなのね」 

男性「うん，息子が旅行代理店をやってるから，機会がたくさんあるんだ」 

【選択肢】 

①「あら，あなたが危険を冒すのが好きだとは知らなかった」 

②「あら，あなたの息子さんがパイロットだとは知らなかった」 

③「それはいいわね。じゃ，あなたはどのくらいそこで働いているの？」 

④「それはいいわね。じゃ，どんな国に行ったことがあるの？」 

問10    10    正解 ④ 

【読み上げ文】 

W: Could I help you find something, sir? 

M: Yes, I need something for my wife. 

W: Is it a special occasion? 

【読み上げ文の訳】 

女性「何かお探しでしょうか」 

男性「ええ，妻への贈りものが必要なんです」 

女性「特別な日の贈り物ですか」 

【選択肢】 

①「いいえ，私には特別な人はいません」 

②「いいえ，彼女がどこにも見つからないだけです」 

③「はい，今日は私の誕生日なんです」 

④「はい，20回目の結婚記念日なんです」） 

問11    11    正解 ① 

【読み上げ文】 

W: Oh, I almost forgot.  I’ve got a cooking lesson tonight. 

M: You’re going to cooking school? 

W: Yeah!  It’s really fun! 

【読み上げ文の訳】 

女性「あら，忘れるところだった。今夜料理教室があるのよ」 

男性「料理学校に行くの？」 

女性「ええ！ 本当に楽しいのよ！」 

【選択肢】 
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①「それで，これまでにどんなものを作るのを教わったの？」 

②「それで，今夜僕はその学校で何を作ればいいの？」 

③「それで，君のレッスンはいつから始まるの？」 

④「それで，なぜ今夜のレッスンに出られなかったの？」 

問12    12    正解 ② 

【読み上げ文】 

W: Congratulations!  The project was a big success. 

M: Thanks, but I couldn’t have done it without your help. 

W: Oh, you’re just being modest. 

【読み上げ文の訳】 

女性「おめでとうございます！ プロジェクトは大成功でした」 

男性「ありがとう，でもあなたが手伝ってくれなかったらできなかったでしょう」 

女性「ご謙遜です」 

【選択肢】 

①「いいえ，本当はそれが必要ではなかったのです」 

②「いいえ，本気で言っているのです」 

③「いいえ，お手伝いできて本当に嬉しいのです」 

④「いいえ，本当は成功ではなかったのです」 

問13    13    正解 ② 

【読み上げ文】 

W: Could you help me with something? 

M: Uh … I’m kind of busy.  What is it? 

W: I’m trying to do these math problems, but I’m totally lost. 

【読み上げ文の訳】 

女性「少し助けてくれない？」 

男性「うん…今ちょっと忙しいんだけど。どうしたの？」 

女性「この数学の問題をやっているんだけど，全然分からなくて」 

【選択肢】 

①「いいよ。手伝ってくれればありがたいよ」 

②「わかった，ちょっと待って，そしたら見てみるから」 

③「わかった，その地図を見せてくれたら，道を教えてあげるよ」 

④「そのとおりだ。君はひとりでそれを解くことができる」 

 

第３問 

Ａ 

問14    14    正解 ③ 



  
 

2008 年度センター試験 リスニング 
 

- 6 - 

【読み上げ文】 

W: I was going to buy a new TV this weekend, but my washing machine broke down, and it’s too old to fix.  I 

also wanted a new suitcase for my trip next week, but I can’t afford everything now. 

M: So, what’ll you do? 

W: Well, clean clothes are the most important thing. 

【読み上げ文の訳】 

女性「今週末新しいテレビを買うつもりだったの，でも洗濯機が故障して，古すぎて修理できないの。来週の旅

行のために新しいスーツケースもほしかったんだけど，今すぐ全部買う余裕はないわ」 

男性「じゃ，どうするの？」 

女性「そうねえ，清潔な服が一番重要なことだわ」 

【問題と選択肢】 

「女性は最初に何を買うだろうか」 

①「スーツケース」 

②「テレビ」 

③「洗濯機」 

④「服」 

問15    15    正解 ④ 

【読み上げ文】 

W: What’s wrong, Billy? 

M: My watch stopped, Mom. 

W: Maybe you need a new battery.  I can get it changed for you tomorrow. 

M: OK, thanks. 

W: Here, use mine for now.  I can check the time on my cellphone. 

M: Why didn’t I think of that?  I’ve got a cellphone, too. 

【読み上げ文の訳】 

女性「どうしたの，ビリー？」 

男性「時計が止まったんだ，ママ」 

女性「新しい電池が必要なのかもね。明日私が交換してもらうわ」 

男性「うん，ありがとう」 

女性「ほら，とりあえず私の時計を使って。私は携帯電話で時間を見るから」 

男性「どうしてそれに気づかなかったんだろう？ 僕も携帯電話を持っているよ」 

【問題と選択肢】 

「ビリーは何をするだろうか」 

①「母親の携帯電話を借りる」 

②「母親の時計を借りる」 

③「新しい電池を買う」 
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④「自分の携帯電話を使う」 

問16    16    正解 ① 

【読み上げ文】 

W: When does the next city tour start? 

M: Let’s see.  It leaves Central Bus Station at 1:00, and there are several pick-up points along the way. 

W: Does it stop at the Redwood Hotel? 

M: Well, it stops at Taylor Hall and the Crown Theater. 

W: I think it’s easier to start from the beginning. 

【読み上げ文の訳】 

女性「次の市内循環バスはいつ出発するのですか？」 

男性「ちょっとお待ちください。１時にセントラル・バス・ステーションを出発して，途中いくつか停留所があ

ります」 

女性「それはレッドウッド・ホテルに止まりますか」 

男性「ええと，テイラー・ホールとクラウン・シアターに止まります」 

女性「最初から乗った方が簡単そうね」 

【問題と選択肢】 

「女性はどこでバスに乗るだろうか」 

①「セントラル・バス・ステーションで」 

②「テイラー・ホールで」 

③「クラウン・シアターで」 

④「レッドウッド・ホテルで」 

 

Ｂ 

問17      17    正解 ② 

問18      18    正解 ⑥ 

問19      19    正解 ③ 

【読み上げ文】 

M: Thanks for calling, Kathy.  I got your letter and the photo of your class reunion last week. 

W: Good.  I have the same one.  Mike took the picture. 

M: Oh, that’s nice.  You look good in your white suit with the flower on the pocket.  Who’s that in the striped 

dress … Mary? 

W: No, she couldn’t make it.  She’s a flight attendant, and she had to work.  That’s Sue, who used to live on 

Pine Street. 

M: Who’s the handsome young guy next to you? 

W: Which one?  The one with the cap is Timothy Bloom.  He was our star basketball player, remember?  

And the other one is Tommy Lee.  He’s in law school now. 
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M: Too bad Mike’s not in the picture with all of you. 

W: Yeah, he didn’t have a self-timer on his camera.  You can see George had a camera, too, but he didn’t take 

any pictures of us. 

M: Oh, that’s just like George. 

【読み上げ文の訳】 

男性「電話してくれてありがとう，キャシー。君の手紙と先週のクラス同窓会の写真が着いたよ」 

女性「よかった。同じ写真を持ってるわ。マイクがその写真を撮ったの」 

男性「ああ，それは結構。君は白いスーツのポケットに花をつけて素敵だよ。縞模様のドレスを着ているのは誰

かな…メアリー？」 

女性「いいえ，彼女は出られなかったの。彼女は飛行機の客室乗務員で，仕事だったの。それはスーよ，昔パイ

ン・ストリートに住んでた」 

男性「君の隣のハンサムな男の子は誰かね」 

女性「どっち？ 帽子をかぶっているのがティモシー・ブルームよ。彼はうちのバスケのスター選手だったの。

覚えてる？ それから，もう1人の方がトミー・リー。彼は今法学科大学院生よ」 

男性「マイクが君たちみんなと一緒に写っていないのは残念だ」 

女性「そう，彼のカメラにはセルフタイマーがついていなかったの。ほら，ジョージもカメラを持っていたんだ

けど，ジョージは私たちの写真を１枚も撮らなかったの」 

男性「ああ，それはまったくジョージらしいね」 

 

第４問 

Ａ 

問20    20    正解 ② 

【読み上げ文】 

Goooood morning!  This is Pop Music Top Twenty!  Have we got a surprise for you: a special guest right 

here in our studio!  Last week, she broke the record to become the first singer from another country to stay 

at the top of the charts for seventeen weeks in a row.  Plus, she’s only two weeks away from the all-time 

record set by the rock band the A.B. Brothers seven years ago.  By now you should know who our guest is.  

Yes, it’s the one and only Maria M. from Italy! 

【読み上げ文の訳】 

おはよう！ こちらはポップミュージックトップトウェンティです！ 今日は皆さんにサプライズがありま

す。このスタジオに特別ゲストをお呼びしました！ 先週，彼女は17週間連続でヒットチャートの首位に居続け

る最初の外国出身歌手となるという記録を破りました。さらに，彼女は７年前にロックバンドA.B.ブラザーズが

打ち立てた史上最高記録にあと２週間と迫っています。さあ今日のゲストが誰なのかお知らせしましょう。そう

です，他の誰でもない，イタリア出身のマリア・Ｍ.です！ 

【問題と選択肢】 

「マリア・Ｍ.に関して何がそれほど特別なのか」 
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①「彼女はヒットチャートの首位にとどいたばかりである」 

②「彼女は記録破りの人気歌手である」 

③「彼女はカントリーミュージックを歌うイタリア人である」 

④「彼女はA.B.ブラザーズと一緒にレコーディングをすることになっている」 

問21    21    正解 ④ 

【読み上げ文】 

Waverly Hills welcomes you to our spacious grounds and facilities right in the middle of the Smokey 

Mountains.  The old farmhouse has been completely modernized with tastefully decorated rooms.  There’s 

plenty to do in the area.  You can enjoy swimming in the summer, skiing in the winter, or a run through the 

woods.  You can work up a good appetite to enjoy country-style meals prepared in our own kitchen with 

fresh organically-grown vegetables.  Between meals you can join us for a glass of fresh milk and homemade 

cookies.  We’re often fully booked, so make your reservations early. 

【読み上げ文の訳】 

ウェイバリーヒルズはスモーキー山脈のちょうど中腹で，広々とした敷地と施設で皆さんをお待ちしておりま

す。古い農家が完全に近代化されて，部屋はおしゃれに装飾されています。周辺地域にはすることが一杯。夏は

水泳，冬はスキーを楽しむことができ，森の中を走ることもできます。運動後の食欲にはカントリースタイルの

食事をお楽しみください。当方の厨房が新鮮な有機栽培野菜を使ってご用意いたします。食事と食事の間は新鮮

なミルクと自家製クッキーをお楽しみいただけます。予約で満員になることがしばしばありますので，ご予約は

お早めに。 

【問題と選択肢】 

「この文は何を広告しているのか」 

①「売り出し中の田舎の家」 

②「健康食レストラン」 

③「スポーツトレーニングセンター」 

④「休暇リゾート」 

問22    22    正解 ① 

【読み上げ文】 

Attention please.  It is now 5:30, and the museum will close in 30 minutes.  When you have finished 

looking at the exhibits in the room you are in, please make your way to the exit.  We hope you have enjoyed 

the exhibition.  For your information, the museum is open every day including holidays.  Opening hours 

are from 10 a.m. to 6 p.m. Monday through Thursday.  From Friday to Sunday, the museum is open from 

noon to 9 p.m.  The coming exhibition on Leonardo da Vinci will start on September 10th.  We hope you 

will visit us again soon. 

【読み上げ文の訳】 

お知らせします。ただいま5時30分です。当美術館はあと30分で閉館します。お客様が現在おられる部屋の

展示物をすべてご覧になった際は，出口へとお進みください。展示をお楽しみいただけたことと存じます。お客
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様にお知らせします。当館は休日を含み毎日開館しております。開館時間は，月曜日から木曜日までは午前 10

時から午後6時までとなっております。金曜日から日曜日までは，当館は正午から午後9時まで開館しておりま

す。次回のレオナルド・ダ・ビンチ展は9月10日からの予定です。またのご来館をお待ちしております。 

【問題と選択肢】 

「美術館を訪れるのに適した時間はいつか」 

①「月曜日の午後1時」 

②「火曜日の午後6時」 

③「木曜日の午後7時」 

④「土曜日の午前10時」 

 

Ｂ 

【読み上げ文】 

The other day, a friend of mine came back from Hawaii and gave me some live Hawaiian Red Shrimp.  

They’re really thin and tiny, less than one centimeter long, but if you look closely, you’ll see that they’re 

shaped like any other shrimp.  They live in pools of “brackish water,” which is slightly salty water found 

along the shore where fresh water from the land and sea water mix. 

I was given about twenty of them as a souvenir, in a small, clear plastic bottle, the kind that mineral 

water comes in.  The shrimp were playing around in the bottle.  I planned to go and find a nice glass 

fishbowl on the weekend so my new pets could swim in it and I could enjoy watching them swim around.  I 

left the bottle on the kitchen table and went to bed. 

The next morning when I woke up, I suddenly remembered that my mother makes coffee every morning 

using mineral water.  I ran to the kitchen, and there she was, holding my bottle in her hand.  I was about 

to say “Stop!” when she said, “Ugh, something’s moving in this water!”  So I told her the story and prevented 

a disaster just in time. 

【読み上げ文の訳】 

先日，私の友人がハワイから帰ってきて，生きたハワイアン・レッド・シュリンプをくれた。それは本当に細

くて小さく，体長１センチにも満たないが，よく見ると，他のエビのような形をしていることがわかる。そのエ

ビは「ブラキッシュウォーター」という水の中に棲んでいる。「ブラキッシュウォーター」とは陸からの真水と海

水が混じり合う海岸沿いに見られる少し塩分を含んだ水である。 

私がおみやげにもらったエビは約 20 匹で，ミネラルウォーターの容器のような，小さい，透明なプラスチッ

クのボトルに入っていた。エビはボトルの中で元気よく動き回っていた。私は週末にちょうどいいガラスの金魚

鉢を買いに行くことにした。新しいペットがその中で泳ぎ回るのを見て楽しめるようにと思ったからである。私

は台所のテーブルの上にそのボトルを置いたままにして床についた。 

翌朝目を覚ました時，私は突然，母が毎朝ミネラルウォーターを使ってコーヒーをいれることを思い出した。

私が台所へ走って行くと，母は台所にいて，私のボトルを手に持っていた。私がまさに「やめて！」と言おうと

したとき，彼女は「あらまあ，何かがこの水の中で動いている！」と言った。それで私は母にエビのことを話し，
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すんでのところで惨事を食い止めたのである。 

【問題と選択肢】 

問23    23    正解 ③ 

「この種のエビは通常どこに生息しているか」 

①「海岸の黒い色をした水の中に」 

②「ハワイから持ってきたミネラルウォーターの中に」 

③「海のそばの少し塩分を含んだ水の中に」 

④「ハワイ近海の中に」 

問24    24    正解 ① 

「おみやげにエビをもらったとき，話者は何をしたか」 

①「彼女はエビのために新しい金魚鉢を買うことに決めて，エビを台所のテーブルの上に置いておいた」 

②「彼女はどうしていいのか分からず，翌朝母親に尋ねることにした」 

③「彼女はエビを透明なプラスチックのボトルに入れて，それを自分のベッドのそばのテーブルの上に置いてお

いた」 

④「彼女はエビを台所の食器棚で見つけたガラスの金魚鉢の中に入れた」 

問25    25    正解 ③ 

「翌朝話者が台所へ走っていったのはなぜか」 

①「母親が彼女にボトルをすぐにどけてほしいと望んだから」 

②「母親が彼女にコーヒーができたと大声で言ったから」 

③「彼女はペットのエビが危険にさらされているかもしれないと気づいたから」 

④「彼女はエビに餌をやりたいと思ったから」 


