2014 年度センター試験

リスニング

2014 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 ④

【読み上げ文】

W: This panda cellphone strap looks very cute.
M: Your sister likes cats too.
W: She also likes dogs.
M: Look! This one has all of them! You should get it.
【読み上げ文の訳】
女性：このパンダの携帯ストラップとってもかわいいわ。
男性：君の妹は猫も好きだ。
女性：妹は犬も好きよ。
男性：ほら！ これには３つとも全部ついてる！ 買ったらいいよ。
【問題】
「男性はどのストラップを薦めているか」
【選択肢】
図を参照。
問２

２

正解 ②

【読み上げ文】

W: When does the school year start in Japan?
M: In April. Do you start in September?
W: No, in my country we start one month earlier than Japan.
M: That’s next month!
【読み上げ文の訳】
女性：日本では新学年はいつ始まるの？
男性：４月だよ。君の国は９月に始まるの？
女性：いいえ，私の国では日本より１か月先に始まるの。
男性：それじゃ来月だ！
【問題】
「この会話がかわされているのは何月か」
【選択肢】
① １月
② ２月
③ ３月
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④ ４月
問３

３

正解 ④

【読み上げ文】

M: I can’t log in. I forgot the password.
W: Oh, it’s VBFR3249.
M: Is that V for victory and then B for boy?
W: Yeah, and use all capital letters.
【読み上げ文の訳】
男性：ログインできない。パスワードを忘れてしまった。
女性：あら，VBFR3249 よ。
男性：victory の V の次に boy の B だっけ？
女性：ええ，全部大文字で。
【問題】
「正しいパスワードは何か」
【選択肢】
① bvfr3249
② BVFR3249
③ vbfr3249
④ VBFR3249
問４

４

正解 ④

【読み上げ文】

W: How much does it cost to send three postcards to the US?
M: It’s 70 yen per card.
W: Oh, I also have two to China.
M: It’s the same price to any country.
【読み上げ文の訳】
女性：アメリカにハガキを３枚送るといくらかかりますか。
男性：ハガキ１枚につき 70 円です。
女性：そうだわ，中国に送るのも２枚あるの。
男性：どの国に送っても料金は同じです。
【問題】
「女性がハガキを全部送ればいくらかかるだろうか」
【選択肢】
① 70 円
② 140 円
③ 210 円

-2-

リスニング

2014 年度センター試験

④ 350 円
問５

５

正解 ④

【読み上げ文】

M: It’s already 2:05.
W: Oh, ten minutes before the meeting!
M: How soon can you finish your work?
W: In five minutes or so, but tell the chairperson I’ll be ten minutes late.
【読み上げ文の訳】
男性：もう 2 時 5 分だよ。
女性：あら，会議まで 10 分よ！
男性：仕事はあとどれくらいで終わりそう？
女性：あと 5 分くらいだけど，司会者には私が10 分遅れるだろうと言っといて。
【問題】
「女性は何時に会議に出られると言っているのか」
【選択肢】
① 2 時 10 分
② 2 時 15 分
③ 2 時 20 分
④ 2 時:25 分
問６

６

正解 ②

【読み上げ文】

M: Let’s go to a movie next Tuesday.
W: Sounds nice, but I’m working on weekday evenings except Wednesdays.
M: How about next Wednesday?
W: Oh, I have a dentist appointment that evening.
【読み上げ文の訳】
男性：来週の火曜日に映画を見に行こう。
女性：いいわね，でも水曜以外の平日の晩は働いているの。
男性：来週の水曜日はどう？
女性：あら，その晩は歯医者の予約があるの。
【問題】
「女性の来週の夕方以降のスケジュールはどれか」
【選択肢】
図を参照。
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第２問
問７

７

正解 ①

【読み上げ文】

M: Charlene, please read page 24 in the textbook.
W: Uh ... sorry, I can’t.
M: What’s the problem now?
【読み上げ文の訳】
男性：シャーリーン，教科書の24 ページを読んで下さい。
女性：ええと…ごめんなさい，できません。
男性：今度はどうしたのですか？
【選択肢】
① 間違った本を持ってきました。
② その問題は解けません。
③ そのページに見当たりません。
④ それを読むのをやめました。
問８

８

正解 ④

【読み上げ文】

W: Have you finished filling out the form on the website?
M: Yes. I did all that. See?
W: Wait. Checking this box means you want to receive their email magazine.
【読み上げ文の訳】
女性：ホームページ上の用紙に記入し終わりましたか？
男性：はい。全部記入しました。どうですか？
女性：待って。この欄をチェックするということは E メールマガジンの配信を希望するということよ。
【選択肢】
① いや，そんなE メールは送っていません。
② いや，それを受け取りませんでした。
③ いや，それを送る必要はありません。
④ いや，それは希望しません。
問９

９

正解 ②

【読み上げ文】

M: Hey, I’m going to get a hamburger. How about you?
W: Sounds good. Oh, I need to get my bag first.
M: OK. I’ll wait for you here.
【読み上げ文の訳】
男性：ねえ，ハンバーガーを買いに行くところなんだけど，君はどう？
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女性：いいわね。あ，そうだ，まず先にバッグを取って来なきゃ。
男性：わかった。ここで待ってるよ。
【選択肢】
① どれくらい時間がかかるの？
② すぐに戻ってくるわ。
③ 私もここで待ってる。
④ 今お支払いですか？
問 10

10

正解 ④

【読み上げ文】

W: What book are you reading?
M: It’s the first book in the Harry Potter series.
W: Oh, I haven’t read it yet. Can I borrow it when you’re finished?
【読み上げ文の訳】
女性：何の本を読んでいるの？
男性：
「ハリー・ポッター」シリーズの第１巻だよ。
女性：あら，私まだ読んでないわ。読み終わったら貸してくれる？
【選択肢】
① それを予約しないで。
② 僕はそれを持っていない。
③ １冊借りよう。
④ いいよ。
問 11

11

正解 ③

【読み上げ文】

W: How was the party last night?
M: It was fun. Some guy asked me to say hi to you. Um ... he had long blond hair and ...
W: Do you mean Danny?
【読み上げ文の訳】
女性：昨夜のパーティーはどうだった？
男性：楽しかった。男の人が君によろしくって。ええと…ブロンドの長髪で…
女性：ダニーのこと？
【選択肢】
① いや，パーティーでだった。
② いや，ダニーだった。
③ そう，彼だよ！
④ そう，彼らだよ！
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問 12

12

正解 ③

【読み上げ文】

M: OK. I’m off to school, Mom. See you later.
W: Hey, Pat! Do you have your report to hand in?
M: Oh, that’s right. Thanks, I forgot. It’s on my desk.
【読み上げ文の訳】
男性：さて。学校へ行くよ，ママ。じゃあね。
女性：ねえ，パット！ 提出するレポートを持った？
男性：あっ，その通りだ。ありがとう，忘れてた。机の上にあるよ。
【選択肢】
① 私も忘れちゃった。
② 私はあなたに報告したわ。
③ 取って来てあげるわ。
④ 私は見逃すでしょう。
問 13

13

正解 ④

【読み上げ文】

M: Guess what? The tennis club chose me to be captain.
W: That’s great! You must be happy.
M: Yeah, but I don’t know if I can do a good job.
【読み上げ文の訳】
男性：ねえ聞いてくれる？ 僕がテニス部のキャプテンに選ばれたんだ。
女性：すごいわね！ 嬉しいでしょ。
男性：うん，でもうまくやれるかわからない。
【選択肢】
① ええと，あなたに投票するわ。
② そうね，キャプテンがメンバーを選んだの。
③ そうね，あなたはたぶんテニスをしないわ。
④ 大丈夫，チームメートはあなたならできると思ってるの。

第３問
Ａ
問 14

14

正解 ②

【読み上げ文】

W: Do you want to go shopping at the mall?
M: That place is kind of boring, if you ask me.
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W: But they just opened a new section with lots of new stores.
M: Like what?
W: Clothes, furniture, kids’ toys ...
M: That’s all?
W: And a doughnut shop.
M: OK! Let’s get in the car!
【読み上げ文の訳】
女性：ショッピングセンターに買い物に行かない？
男性：言わせてもらえば，あそこはちょっと退屈だな。
女性：でも新しい売り場ができて，新しい店がいっぱいあるの。
男性：どんな店？
女性：服に，家具に，おもちゃ…
男性：それで全部？
女性：ドーナツ屋さんもあるわ。
男性：よし！ 車に乗って！
【問題と選択肢】
「男性はショッピングセンターの何に興味があるのか」
① 車を買うこと。
② 甘いものを食べること。
③ ボウリングに行くこと。
④ おもちゃを見ること。
問 15

15

正解 ④

【読み上げ文】

W: It’s ten to seven! I’ve missed Titanic!
M: Has it started?
W: Yeah, 30 minutes ago at the Cosmic Theater. I guess I’ll give it up tonight.
M: It starts at nine at the Solar Cinema. You can still see it there.
W: Hmm, I don’t think so. It won’t end until after midnight.
【読み上げ文の訳】
女性：７時 10 分前よ！「タイタニック」を見逃しちゃった！
男性：もう始まってるの？
女性：ええ，30 分前にコズミック・シアターで。今夜はあきらめるわ。
男性：ソーラー・シネマなら上映開始が９時だよ。あそこならまだ見られる。
女性：うーん，やめておくわ。深夜すぎまで終わらないでしょうから。
【問題と選択肢】
「女性がその映画を見に行くのはいつのことになりそうか」
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① 6 時 50 分に。
② 深夜に。
③ 30 分後に。
④ 別の日に。
問 16

16

正解 ①

【読み上げ文】

M: Excuse me. I’m looking for Central Bus Station. Could you tell me where it is?
W: Sure. It’s not very far from here. Go straight three blocks, and turn left. It’ll be in front of
you.
M: Straight and left?
W: Right.
M: Didn’t you say “turn left”?
W: Left? That’s correct.
M: Oh, OK. Thanks.
【読み上げ文の訳】
男性：すみません，セントラル・バス・ステーションを探しているのですが。どこにあるか教えていただけます
か。
女性：はい。ここからそれほど遠くありません。3 ブロック直進して，左折して下さい。目の前にありますよ。
男性：直進して左折ですか？
女性：そうです。
男性：
「左折しろ」と言いませんでしたっけ？
女性：左折？ その通りです。
男性：ああ，わかりました。ありがとうございました。
【問題と選択肢】
「男性はどの方向に行くべきか」
① 直進して左折する。
② 直進して右折する。
③ 直進して，左折し，次に右折する。
④ 直進して，右折し，次に左折する。

Ｂ
問 17

17

正解 ③

問 18

18

正解 ⑥

問 19

19

正解 ④

【読み上げ文】

W: Hey, isn’t your host family visiting next month?
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M: Yeah, they looked after me when I was in Hawaii, so I’ve been wondering where to take
them.
W: That’s what I thought. Here’s a list of prefectures that are popular with foreign visitors
in winter.
M: Can I see it? Where’s Kyoto? After Yamanashi? I thought it would be more popular.
W: I guess it’s because Yamanashi’s a good place to see Mt. Fuji.
M: Right.
W: And besides, not all tourists are interested in historic places. That’s why Nara isn’t at the
top, either. It’s below Hyogo.
M: After Nara come Gifu and Hiroshima.
W: Interesting ― Tokyo’s first, but Osaka’s third, and Hokkaido comes between them.
M: Skiing in Hokkaido also sounds nice. It’s hard to choose. But it’s good to enjoy warm
weather in winter. How about Okinawa?
W: But they’re from Hawaii. I don’t think they’ll miss the warm weather!
【読み上げ文の訳】
女性：ねえ，あなたのホストファミリーは来月やって来るんじゃない？
男性：うん，ハワイにいたときにお世話になったんだ，だから彼らをどこに連れて行けけばいいか迷ってるんだ。
女性：そうだと思ったの。ほら，これが冬に外国人観光客に人気がある県のリストよ。
男性：見せてくれる？ 京都はどこにあるの？ 山梨の次？ もっと人気があると思ったんだけど。
女性：山梨は富士山を見るのに絶好の場所だからだと思うわ。
男性：そうだね。
女性：それに，観光客がみんな歴史的な場所に興味を持っているわけではないわ。だから，奈良もトップにはな
い。兵庫の下よ。
男性：奈良の次に岐阜と広島がある。
女性：面白いわ――東京が一番人気よ，でも大阪が 3 番目で，北海道がその間にある。
男性：北海道でスキーをするのもよさそうだ。選ぶのは難しいな。でも，冬は暖かい気候を楽しむのがいい。沖
縄はどう？
女性：でもハワイから来るのよ。暖かい気候を恋しがるとは思えないわ！
【表】
日本にやって来る観光客に人気がある冬の観光目的地
順位

県

１

東京

２
３
４
５

17
大阪
18
京都
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兵庫

７

19

第４問
Ａ
問 20

20

正解 ①

【読み上げ文】

If you’re going to Machu Picchu in highland Peru, you should consider visiting Cuzco, at
3,400 meters above sea level. You will enjoy walking through the Plaza de Armas and
visiting the Temple of the Sun. You can also look at Cuzco’s interesting museums and
beautiful houses as well as its magnificent churches. Remember, however, that these
churches close for a few hours around noon. In addition, you can take advantage of modern
hotels and restaurants, and at the same time, see Cuzco’s fascinating history preserved in
its architecture, language, and ancient treasures.
【読み上げ文の訳】
ペルー高地にあるマチュピチュに行く予定なら，海抜 3400 メートルにあるクスコを訪れることを考えてみる
べきです。アルマス広場の中を歩き，太陽の神殿を訪れるのも楽しいでしょう。壮大な教会だけでなく，クスコ
の興味深い博物館や美しい家並みも見ることができます。しかしながら，これらの教会は正午前後の数時間は閉
まっていることを忘れないで下さい。さらに加えて，近代的なホテルやレストランを利用することができると同
時に，建築，言語，古代の宝物に保存されているクスコの魅力的な歴史を見ることもできます。
【問題と選択肢】
「話者によれば，観光客はクスコで何をすることができるのか」
① 近代的で歴史的な観光名所を楽しむ。
② マチュピチュの言語を勉強する。
③ 昼食時に教会巡りをする。
④ 高地の日の出を見る。
問 21

21

正解 ③

【読み上げ文】

When you start living alone, you might find it difficult to manage your money. Here are
some tips that you may find helpful. One hint is first to make a detailed budget, or plan, of
how much money you have and what you are going to spend it on each month. Then, look
at your budget and decide if you can buy fewer items. Also, use less electricity, water, or
other utilities by turning off lights, for example. Finally, before shopping, make a list of what
you need and compare prices on those items from different shops.
【読み上げ文の訳】
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独り暮らしを始めると，お金の管理が難しいと思うかもしれません。以下は皆さんが役に立つと思うかもしれ
ないいくつかの秘訣です。一つのヒントは，最初にいくらお金を持っておりそれを毎月何に使う予定か細かい予
算を立てる，すなわち計画を立てることです。次に，予算を見て，買う品目を減らせるかどうか決めて下さい。
また，たとえば電灯を消したりすることで，電気代や水道代などの公共料金を削減して下さい。最後に，買い物
に行く前に，必要なもののリストを作り，それらの品目を異なる店で買う場合の価格を比較して下さい。
【問題と選択肢】
「お金の管理について話者が提案しているのはどの順か」
① 価格を比較する → 予算を立てる → 買う品を減らす計画を立てる → 公共料金を削減する
② 価格を比較する → 買う品を減らす計画を立てる → 予算を立てる → 公共料金を削減する
③ 予算を立てる → 買う品を減らす計画を立てる → 公共料金を削減する → 価格を比較する
④ 予算を立てる → 公共料金を削減する → 買う品を減らす計画を立てる → 価格を比較する
問 22

22

正解 ②

【読み上げ文】

Have you ever heard the phrase “It’s all Greek to me”? We use it when we don’t
understand a foreign language or a difficult concept. If someone tries to explain a theory
from physics or mathematics that we cannot comprehend, we could say, “It’s all Greek to
me.” This phrase appears in William Shakespeare’s play Julius Caesar, where one Roman
tells another that he couldn’t understand somebody because he spoke Greek. Although this
phrase had been used earlier by different writers, Shakespeare’s use of the phrase helped to
make it popular, and it continues to be used even today.
【読み上げ文の訳】
「それは私にはまったくギリシャ語だ」という言い回しを聞いたことがありますか。我々は外国語や難しい概
念を理解することができないときにそれを使います。誰かが我々に理解できない物理や数学の理論を説明しよう
とすると，我々は「それは私にはまったくギリシャ語だ」と言うことができるでしょう。この言い回しはウィリ
アム・シェイクスピアの劇『ジュリアス・シーザー』で，誰かがギリシャ語を話すためにその人の言うことが理
解できないと１人のローマ人が別の人に言う際に使われます。この言い回しはもっと前に別の作家たちが使って
いたのですが，シェイクスピアがこの言い回しを使ったことで広く知られるようになり，今日でも使われ続けて
いるのです。
【問題と選択肢】
「この言い回しについて話者は何と言っているか」
① ギリシャ人が数学に言及するのにそれを使った。
② それがよく知られているのはシェイクスピアがそれを使ったからである。
③ それは難しい外国語に言及しているだけである。
④ シェイクスピアがそれを最初に使った人だった。
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Ｂ
【読み上げ文】

Americans have traditionally wanted to live apart from their parents, as personal
independence is often thought to be very important. Therefore, in most cases, the elderly
live in their own homes, while their grown children move away and live elsewhere.
However, some elderly people and their grown-up children have decided to combine
households, and this trend has been increasing in recent years.
There certainly are benefits to living as a multi-generational family in the same house.
Grandparents take care of young children while the parents go to work. Young children
learn about their family history, cooking, and household repair skills from their
grandparents.
Senior citizens also get a lot out of spending time with their grandchildren. Grandparents
stay in good health, hiking and playing sports with the grandchildren. The grandchildren
can teach their grandparents how to use computers and keep up with the latest technology.
Parents can teach their children proper manners toward older people through their own
behavior toward their parents. Children learn from seeing their parents interact with the
grandparents. Parents can get the help of the children in watching out for the safety of the
grandparents, thus sharing the burden if the state of their health becomes a problem.
【読み上げ文の訳】
アメリカ人は伝統的に親と離れて暮らすことを望んできました，なぜなら，しばしば個人の自立が非常に重要
だと考えられているからです。そのため，たいていの場合，お年寄りは自分の家で暮らし，その一方で成長した
子供は引っ越して他所で暮らします。しかしながら，お年寄りと成長した子供の中には二世帯住宅で暮らすこと
に決めた人たちもいて，この傾向は近年増加し続けています。
確かに同じ家に複数の世代の家族が暮らすことには利点もあります。両親が仕事に行っている間，祖父母が幼
い子供たちの世話をします。幼い子供たちは家族の歴史や，料理や，家庭内の修繕技術を祖父母から学びます。
高齢者もまた孫と一緒に過ごすことで多くのものを得ることができます。祖父母は，孫とハイキングや運動を
して，健康を保ちます。孫は祖父母にコンピュータの使い方や最新テクノロジーにおくれをとらないようにする
方法を教えることができます。
親は子供に，自分の両親に対する自分たち自身の行動を通して老人に対する適切な接し方を教えることができ
ます。子供は親が祖父母と交流するのを見て学びます。親は祖父母の安全に注意するのを子供に手伝ってもらう
ことができ，したがって祖父母の健康状態が問題になれば負担を分かち合うことになるのです。
【問題と選択肢】
問 23

23

正解 ①

「大部分のアメリカ人のお年寄りはどこで暮らしているのか」
① 自分の家で自分たちだけで暮らしている。
② 老人ホームで暮らしている。
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③ 子供と一緒に暮らしている。
④ 孫と一緒に暮らしている。
問 24

24

正解 ②

「話者によれば，複数世代の家族の中で暮らすことから孫は何を学ぶのか」
① 自分自身の健康問題を解決する方法を学ぶ。
② 自分の家族のルーツに関することを学ぶ。
③ お金を節約することの利点を学ぶ。
④ 自立の重要性を学ぶ。
問 25

25

正解 ①

「話者によれば，お年寄りは孫と一緒に暮らすことから何を得るか」
① 最新のテクノロジーに慣れ親しむ。
② 重い物を運ぶのを助けてもらうことができる。
③ 最新のファッション傾向についていく。
④ 家計を節約する。
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