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2018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 ② 

【読み上げ文】 

M: Look! This picture is from last spring. 

W: What a beautiful garden! 

M: Amazing, isn’t it? And the skyscrapers in the distance.  

W: Uh-huh. By the way, who’s the woman beside you? 

【読み上げ文の訳】 

男性：ほら！ これが去年の春の写真だ。 

女性：なんて美しい庭なのかしら！ 

男性：すばらしいだろう？ そして高層ビルが遠くに見える。 

女性：ええ。ところで，あなたの隣の女性は誰？ 

【問題】 

「彼らが見ているのはどの写真か」 

【選択肢】 

イラストを参照。 

問２      2    正解 ③ 

【読み上げ文】 

W: Our bill is 85 dollars. 

M: I have a fifteen-dollar discount coupon. 

W: Remember, Mom gave us ten dollars. Let’s use that as well.  

M: OK, and then we can split the rest. 

【読み上げ文の訳】 

女性：お勘定は85ドルよ。 

男性：ぼくは15ドル割引クーポンを持っている。 

女性：お母さんが私たちに10ドルくれたのを忘れないで。それも使いましょう。 

男性：わかった，そして残りは折半だ。 

【問題】 

「各自が支払う自分のお金はいくらか」 

【選択肢】 

① 10ドル 

② 15ドル 

③ 30ドル 
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④ 35ドル 

問３      3    正解 ③ 

【読み上げ文】 

M: How’s your new job? 

W: Well, my boss is OK, and I don’t spend much time commuting.  

M: But I’ve heard you often work weekends. 

W: Still, I enjoy being with my co-workers. 

【読み上げ文の訳】 

男性：新しい仕事はどう？ 

女性：ええと，上司は問題ないし，通勤にもそんなに時間はかからないわ。 

男性：だけど，週末もよく働いてるそうだね。 

女性：それでも，職場の同僚といるのは楽しいわ。 

【問題】 

「女性は新しい仕事について何と言っているか」 

【選択肢】 

① 従業員は週末は束縛されない。 

② 職場まで行くのに時間がかかりすぎる。 

③ 同僚と仲良くやっている。 

④ 上司が出張で留守にすることが多い。 

問４      4    正解 ③ 

【読み上げ文】 

W: Our shop recommends this new phone. 

M: Is there anything cheaper? 

W: The earlier model’s out of stock but will arrive soon. It’s half the price.  

M: Could you hold one for me? 

【読み上げ文の訳】 

女性：当店のお薦めはこの新型の電話です。 

男性：もっと安いのはありますか。 

女性：旧機種は品切れですが，すぐに入荷します。それは半額です。 

男性：私に1台取っておいてもらえませんか。 

【問題】 

「男性は何をするだろうか」 

【選択肢】 

① 新機種を後で手に入れる。 

② 新機種を今手に入れる。 

③ 旧機種を後で手に入れる。 
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④ 旧機種を今手に入れる。 

問５      5    正解 ② 

【読み上げ文】 

M: Let’s go! The meeting will start soon. 

W: We still have plenty of time. Doesn’t the meeting start at 2? 

M: Yeah, in ten minutes. 

W: Oh, no! My watch is 20 minutes behind. 

【読み上げ文の訳】 

男性：行こう！ 会議がもうすぐ始まる。 

女性：時間はまだ十分あるわ。会議は2時に始まるんでしょう？ 

男性：ああ，10分後だ。 

女性：あら，大変！ 私の時計は20分遅れているわ。 

【問題】 

「女性は何時だと思っていたのか」 

【選択肢】 

① 1時20分 

② 1時30分 

③ 1時40分 

④ 1時50分 

問６      6    正解 ② 

【読み上げ文】 

W: Our survey shows the number of foreigners visiting our museum has been decreasing. 

M: Especially from Europe. 

W: But the number from Asia is on the rise.  

M: At least that’s good news. 

【読み上げ文の訳】 

女性：調査によれば，当美術館を訪れる外国人の数が減少しています。 

男性：特にヨーロッパから来る人がね。 

女性：でも，アジアから来る人の数は増加しています。 

男性：少なくともそれはいいニュースだ。 

【問題】 

「彼らが話し合っていることを示すグラフは次のどれか」 

【選択肢】 

グラフを参照。 
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第２問 

問７      7    正解 ② 

【読み上げ文】 

W: Ah, Marcos, there you are. 

M: I just came back from the store. 

W: Did you get everything? How about the batteries? 

【読み上げ文の訳】 

女性：あら，マルコス，いたのね。 

男性：店から帰ったばかりなんだ。 

女性：全部買った？ 電池はどう？ 

【選択肢】 

① あっ，買い物に行くのを忘れた。 

② あっ，言ってくれればよかったのに。 

③ うん，電池以外は何でも。 

④ うん，駅のそばの店だよ。 

問８      8    正解 ② 

【読み上げ文】 

M: Ready to order? 

W: No, not yet. Do you have any vegetarian meals? 

M: They’re on the second to the last page. 

【読み上げ文の訳】 

男性：注文はお決まりでしょうか？ 

女性：いいえ，まだです。ベジタリアン料理はありますか？ 

男性：最後から2番目のページにあります。 

【選択肢】 

① わかりました，全然ないんですか。 

② わかりました，もう少し待ってください。 

③ わかりました，ここに来るのは2回目ですか。 

④ わかりました，どれがどれなのか尋ねてください。 

問９      9    正解 ④ 

【読み上げ文】 

M: What did you think of the drawing contest? 

W: To be honest, I’m kind of surprised Hiroshi won. 

M: Right. I thought Ayako had a good chance. 

【読み上げ文の訳】 

男性：素描コンテストについてどう思った？ 
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女性：正直言うと，ヒロシが勝ってちょっと驚いたわ。 

男性：そうだね。ぼくはアヤコが勝つ可能性が高いと思ったんだが。 

【選択肢】 

① もちろん，彼らがコンテストに勝ちました。 

② あなたならどう？ 

③ なぜ彼らは試してみないのでしょう？ 

④ そう思ったのはあなただけではないわ。 

問10      10    正解 ④ 

【読み上げ文】 

W: Grandpa, which runs faster, a lion or a tiger?  

M: Well, which do you think is faster, Patty? 

W: I’m asking because I don’t know. 

【読み上げ文の訳】 

女性：おじいちゃん，ライオンとトラはどっちが速く走るの？ 

男性：そうだな，おまえはどっちが速いと思う，パティ？ 

女性：わからないから聞いてるの。 

【選択肢】 

① ああ，わしはそれらのどれも知らなかった。 

② ああ，他の人たちに言ってもいい。 

③ うーん，それらは十分に速くはない。 

④ うーん，調べてみよう。 

問11      11    正解 ④ 

【読み上げ文】 

M: Jane, how many copies do we need? 

W: Twenty copies on white paper and twice as many on pink. 

M: OK, 20 on pink and 40 on white. 

【読み上げ文の訳】 

男性：ジェーン，何枚コピーが必要なの？ 

女性：白い紙で20枚とピンクでその2倍よ。 

男性：わかった，ピンクが20枚と白が40枚だね。 

【選択肢】 

① その通り，さしあたっては。 

② その通り，白が40枚。 

③ ええと，白を選ばせて。 

④ ええと，その逆よ。 
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問12      12    正解 ② 

【読み上げ文】 

W: So, how was your geography class this term? 

M: All right, Mom. It was fun, and I do like maps.  

W: Do you think you’ll get a good grade? 

【読み上げ文の訳】 

女性：それで，今学期の地理の授業はどうだった？ 

男性：大丈夫だよ，お母さん。面白かったよ，それにぼくは地図が大好きなんだ。 

女性：いい成績がとれると思う？ 

【選択肢】 

① 授業は楽しいと思う。 

② そんなに心配していない。 

③ 運がいいことに，テストには地図が出なかったよ。 

④ おまえが何年生だったとしても。 

問13      13    正解 ① 

【読み上げ文】 

W: Morning, Steve. Is something wrong? 

M: I changed my computer password. Now I can’t remember it. 

W: I think you told me yesterday you’d changed it back to what it was before. 

【読み上げ文の訳】 

女性：おはよう，スティーブ。どうかしたの？ 

男性：コンピュータのパスワードを変えたんだ。それが今思い出せないんだよ。 

女性：昨日，パスワードを以前のものに戻したと言ってたと思うけど。 

【選択肢】 

① ぼくがそう言った？ 

② それがそうした？ 

③ 我々がそうした？ 

④ 君がそうした？ 

 

第３問 

Ａ 

問14      14    正解 ② 

【読み上げ文】 

W: What’s for dinner tonight, Dad? 

M: Hmm, we have vegetables in the fridge for fried rice.  

W: You’re not going shopping? Then let’s eat out. 
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M: It’s pouring outside. I’d rather stay home. 

W: What about the restaurant around the corner? I feel like curry. 

M: OK, they deliver, and I won’t need to cook. 

【読み上げ文の訳】 

女性：パパ，今晩の夕食は何にする？ 

男性：うーん，炒飯用の野菜が冷蔵庫にあるよ。 

女性：買い物に行かないの？ それじゃ，外食にしましょう。 

男性：外は土砂降りだ。家にいたいな。 

女性：角を曲がったところにあるレストランはどう？ カレーが食べたいわ。 

男性：わかった，配達してくれるから，料理をせずに済むね。 

【問題と選択肢】 

「彼らは夕食をどうするだろうか」 

① レストランでカレーを食べる。 

② 家でカレーを食べる。 

③ レストランで炒飯を食べる。 

④ 家で炒飯を食べる。 

問15      15    正解 ① 

【読み上げ文】 

M: How many books can I borrow from the library? 

W: Up to four at a time. 

M: For how long? 

W: Two weeks, but you can extend the period a week at a time if no one has requested the 

book. 

M: Can I do it online? 

W: Sure, but only once for online extensions. 

【読み上げ文の訳】 

男性：図書館から何冊本を借りることができますか。 

女性：一度に4冊までです。 

男性：どれぐらいの期間借りられますか。 

女性：2週間ですが，誰もその本をリクエストしていなければ，貸出期間を1回に1週間延長できます。 

男性：インターネット経由でできますか。 

女性：はい，でも，インターネット経由の延長は1回だけです。 

【問題と選択肢】 

「個人がインターネットで延長できるのはどれくらいの期間か」 

① 1週間 

② 2週間 
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③ 3週間 

④ 4週間 

問16      16    正解 ③ 

【読み上げ文】 

W: Did you do the homework about interviewing someone you admire?  

M: Yes. Who did you interview? 

W: My aunt. She’s a doctor. How about you? 

M: My neighbor. He volunteers at an animal shelter. 

W: Good for him! How long has he been doing that? 

M: Oh, I’ll have to ask him. 

【読み上げ文の訳】 

女性：尊敬する人にインタビューするっていう宿題はやった？ 

男性：うん。君は誰にインタビューしたの？ 

女性：おばさんよ。医者なの。あなたは？ 

男性：近所の人だよ。動物保護施設でボランティアをしてるんだ。 

女性：それはすばらしいわ！ その人はボランティアを始めてからどれくらいになるの？ 

男性：ああ，彼に聞かなきゃ。 

【問題と選択肢】 

「男性は隣人について何を知るだろうか」 

① 彼が医者になってどのくらいになるか 

② 彼がどの病院で働いているか 

③ 彼がボランティアの仕事を始めたのはいつか 

④ 彼が誰のためにボランティアをしているのか 

 

Ｂ 

【読み上げ文】 

M: OK, how about a cruise first? 

W: Sounds great! It lasts an hour, so we could have lunch after that. 

M: 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. 

W: Perfect! There’s a castle just north of it. What do you think? 

M: Yeah..., I was hoping we could take the kids here to feed the rabbits before heading to the 

hotel.  

W: OK, let’s visit the castle tomorrow, then. 

M: All right. Oh, there’s apple picking. Hmm, it’s a shame it’s too early in the year. 

W: Don’t forget, we need to be at the hotel by 5:30 for dinner. 
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M: Right. Look! How about stopping here? It’s on the way from the zoo to the hotel. We 

could take our annual family photo there. 

W: Maybe that’s too much for one day. 

M: I suppose.... Let’s do that tomorrow afternoon. 

【読み上げ文の訳】 

男性：さて，最初に遊覧船に乗るのはどう？ 

女性：いいわ！ 1時間くらいだから，その後お昼が食べられるでしょうね。 

男性：このレストランがよさそうだ。たぶん桟橋から30分くらいだろうね。遊覧船を降りてすぐ出発すれば，正

午頃に着けるよ。 

女性：完璧ね！ そのレストランのすぐ北にお城がある。どう思う？ 

男性：そう…，ホテルに向かう前に子供たちをここへウサギの餌やりに連れて行ければいいと思っていたんだけ

ど。 

女性：わかったわ，それじゃ，お城は明日行きましょう。 

男性：そうだね。おや，リンゴ狩りがある。うーん，残念ながらまだ時期には早すぎる。 

女性：忘れないで，夕食のために5時半までにホテルに戻らなければいけないわ。 

男性：そのとおり。ほら！ ここに立ち寄るのはどう？ 動物園からホテルへ行く途中にある。そこで毎年撮っ

ている家族写真が撮れるよ。 

女性：１日でそんなには多すぎるかも。 

男性：そうだね…それは明日の午後にしよう。 

【地図】 

ホテル 

     フランス料理店     

りんご園 

   滝 

 

 

            城     中華料理店理店 

              駅    桟橋 

   メキシコ料理店     

子供動物園       

     

   

イタリア料理店  

       

開城時間 

午前10:時 - 午後5時:30分

遊覧船時刻表 

午前9時 

午前10時30分 

午後12時 

午後1時:30分 

開園時間 

午前9:時 - 午後5時 
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問17      17    正解 ② 

【問題と選択肢】 

「彼らが乗船する可能性が最も高い遊覧船は次のうちどれか」 

① 午前9時 

② 午前10: 時30分 

③ 午後12時 

④ 午後1時30分 

問18      18    正解 ④ 

【問題と選択肢】 

「彼らが昼食に行く予定のレストランは次のどれか」 

① 中華料理店 

② フランス料理店 

③ イタリア料理店 

④ メキシコ料理店 

問19      19    正解 ② 

【問題と選択肢】 

「彼らは明日どの場所へ行く計画を立てているか」 

① 城と子供動物園 

② 城と滝 

③ 子供動物園と果樹園 

④ 滝と果樹園 

 

第４問 

Ａ 

【読み上げ文】 

When I was an exchange student in Japan over 20 years ago, I lived in a dormitory. It 

was an unforgettable, transforming experience. Several things bothered me during that 

time, though. Learning Japanese, performing dorm duties, and obeying dorm rules were 

especially troublesome. For example, there was a curfew, which meant we had to return no 

later than 10 in the evening. One of the duties was cleaning the floors and the bathroom. I 

wouldn’t have minded, but it had to be done before everyone else got up. Telephone duty 

was another annoying responsibility. Mobile phones weren’t available back then. Amazingly, 

the only phone was on the first floor, and we took turns answering it. I knew having a 

phone in each room was too costly, but surely a phone on each floor would’ve been 

reasonable. Many of these duties and rules felt like burdens to me. Although it was a huge 

challenge communicating in a foreign language and dealing with these obstacles, it turned 
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out to be beneficial for me. It forced me to improve my language ability and adapt very 

quickly. I realize now that overcoming these difficulties helped me grow up and become a 

more responsible person. 

【読み上げ文の訳】 

20年以上前，私が交換留学生で日本にいたとき，私は学生寮で暮らしていました。それは忘れられない，人生

を変える経験でした。でも，その間に困ったことがいくつかありました。日本語を学び，寮の役割分担を果たし，

寮の規則に従うことは，特に厄介でした。たとえば，門限というものがあり，夜10時までには戻らなければなら

なかったのです。役割分担の1つに，床と風呂の掃除がありました。嫌ではなかったのですが，他の全員が起床

する前にやらなければならなかったのです。電話番もまた別の面倒な役割でした。その頃は携帯電話はありませ

んでした。驚くべきことに，電話は1階にたった1台しかなく，我々は交代で電話番をしました。各部屋に１台

電話を置くのは費用がかかりすぎるとはわかっていましたが，各階に1台置くくらいであれば，きっとそれほど

高くつかなかったでしょう。私にはこれらの義務や規則の多くは重荷のように感じられました。外国語でコミュ

ニケーションをとってこれらの障害に対処することは大きな難題でしたが，それは結局私のためになりました。

それによって，私は言語能力を改善し，非常に早く適応せざるをえなかったのです。私は今，これらの困難に打

ち勝つことが，私が成長してより責任感のある人間になるのに役立ったと実感しています。 

問20      20    正解 ④ 

【問題と選択肢】 

「掃除に関して話者を困らせたのは何か」 

① 指示に従うこと 

② 午後10時までに戻ること 

③ 床を掃くこと 

④ 朝早く起きること 

問21      21    正解 ④ 

【問題と選択肢】 

「寮の電話に関する話者の意見はどういうものだったか」 

① 携帯電話が許されるべきだった。 

② 携帯電話はもっと安かったはずだ。 

③ 電話が各部屋に設置されるべきだった。 

④ 電話が各階に設置されるべきだった。 

問22      22    正解 ③ 

【問題と選択肢】 

「この話に最もふさわしい題名は次のうちのどれか」 

① 厳しい日本の学生寮制度に私がどのように異議を唱えたか 

② 日本の学生寮の規則を私がどのように改善したか 

③ 日本の学生寮で暮らしながら私はどのように成長したか 

④ 電話のない日本の学生寮で私がどのように生き延びたか 
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Ｂ 

【読み上げ文】 

Tokiko: Thanks for coming to the meeting. The international programs office has asked us to 

put together a booklet for students going abroad. Since all of us have studied abroad, they 

think our suggestions will help other students get ready. Justin, what do you think we 

should include? 

Justin: Well, Tokiko, we need to focus on practical items first. For instance, sometimes it 

takes a while to get passports and visas. We could suggest they start that process early. Also, 

they’ll need a health check and travel insurance. Karen, did you have something to add?  

Karen: Yeah, I’m thinking about cultural aspects. Don’t they need to know some history or 

study about the society and learn the local customs long before they leave? Maybe they 

should consider these things in order to choose a country of destination. 

Tokiko: That’s right, Karen. Preparing to live there has to come first. Also, what they pack in 

their suitcases depends a lot on where they go. That’s a really fun part ― deciding what to 

take. In my experience I was glad I took light clothing I could wear in layers, rather than 

heavy, winter clothes. 

Justin: OK, but there are still other things to do before you actually pack. What about airline 

tickets? Getting tickets early can save money, and there’ll be more choices of dates. So I 

think that also needs to be on the list. 

Karen: That’s true, Justin, but you really shouldn’t buy tickets until you’re sure you have 

permission to live there.... Oh, I know what else we could do! Maybe we can include short 

essays or personal stories about our experiences and host families. It might help students 

get mentally prepared. 

Tokiko: That’s an option.... Well, we’re getting there, but we still have a long way to go. 

【読み上げ文の訳】 

トキコ：会議に出席していただきありがとうございます。国際プログラム事務局から私たちに，海外留学生向けの

小冊子をまとめてくれという依頼がありました。私たちは皆外国で学んだ経験があるので，私たちの提案が他の

学生の準備の助けになるだろうと事務局が考えたのです。ジャスティン，私たちは小冊子に何を含めるべきだと

思いますか。 

ジャスティン：ええと，トキコ，まず実際的なことに焦点を当てる必要があります。たとえば，パスポートやビザ

を取得するのに多少の時間がかかる場合もあります。私たちはそうした手続きを早めに始めるよう提案すること

ができます。また，健康診断や旅行保険も必要になるでしょう。カレン，他に付け加えることがありましたか。 

カレン：ええ，私は文化的な側面を考えています。出発するずっと前に，多少の歴史を知ったり，その社会につい

て勉強して現地の習慣について学んだりする必要があるのではないでしょうか。留学先の国を選ぶためにはこの

ようなことを考慮するべきなのかもしれません。 

トキコ：その通りだと思います，カレン。現地で生活するための準備が最優先です。また，スーツケースに何を詰
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めるかはどこへ行くかに大きく左右されます。それは本当に楽しいところです─何を持って行くかを決めるのは。

私の経験では，厚手の冬物の衣服ではなく，重ね着ができる薄手の衣服を持って行って良かったと思います。 

ジャスティン：そうですね，でも，実際に荷造りする前にするべきことがまだ他にあります。航空券はどうですか？ 

航空券を早めに手に入れることはお金の節約になるし，日程の選択肢も広がるでしょう。だから，それもリスト

に載せる必要があると思います。 

カレン：本当ね，ジャスティン，でも，現地で暮らす許可が出るのが確実になるまで航空券を買うべきではないわ

…そうだ，他に私たちができることがあるわ！ 私たちの経験やホストファミリーについて短いエッセーや個人

的な話を入れてもいいかも。留学生が心の準備をするのに役立つかもしれないわ。 

トキコ：それも選択肢の1つね…さて，ここまでたどり着いたけど，先はまだ長いわ。 

問23      23    正解 ④ 

【問題と選択肢】 

「ジャスティンが最も関心を持っていることは何か」  

① 学業の準備 

② 文化的側面 

③ 個人の安全 

④ 旅行の手配 

問24      24    正解 ② 

【問題と選択肢】 

「荷物に詰めるものに関するトキコの助言は何か」 

① 旅行を続けるのに十分なお金を持って行く。 

② 行先の気候を考慮する。 

③ スーツケースが重すぎないことを確認する。 

④ 経験を書き記すため日記を持って行く。 

問25      25    正解 ④ 

【問題と選択肢】 

「この会話の説明として最もふさわしいものは次のうちどれか」 

① 彼らは皆で個人的なエピソードを共有した。 

② 彼らは決定的な結論に達した。 

③ 彼らは留学の価値について討論した。 

④ 彼らはそれぞれ異なる点を強調した。 


