
フ リ ー ・ リ ス ニ ン グ テ ス ト 3年・第 5回 解答

【1】 (1) 28　　(2) 15

【2】 (1) 15 minutes　　(2) #13 bus　　(3) Across from this bus station（バス停の向かい側）

●スクリプト 
【1】　【音声ファイル：3-FLT5-1】
　　This survey was taken in my class.  Our group asked our classmates two questions:
“What time do you usually get up?” and “What time do you usually go to bed?”
　　Look at graph A.  Three students get up before 6:00.  Twenty-eight students get up 
around 7:00.  This is the biggest number.  Eight students get up at 7:30.  And only one 
student gets up at 8:00!  We don’t know how this student can come to school by 8:30.
　　Look at graph B.  Two students go to bed before 10:00.  Fifteen students go to 
bed around 11:00.  Eighteen students go to bed at 11:30.  And five students go to bed 
at 12:00.  These five students must have club activities and go to a cram school.

【2】　【音声ファイル：3-FLT5-2】
　　Welcome to Harry Park.  Here is the bus station in this park.  You can get on any 
bus for free.  If you want to go to the library, you should take the #50 bus.  It takes 
about 15 minutes.  If you want to go to the museum, you should take the #13 bus.  It 
takes about 5 minutes.  Many people want to see the most famous diamond in the 
country there.  So you may have to wait for about 30 minutes to see the diamond.  If 
you want to ask some questions, please go to the information center across from this 
bus station.  Have a nice day!

Question (1)  How long does it take from the bus station to the library?
Question (2)  Which bus should we take to the museum?
Question (3)  Where is the information center?

スクリプト和訳
【1】

　この調査は，わたしのクラスで行われたものです。わたしたちのグループは，クラスメートに 2
つの質問をしました。「ふだん何時に起床しますか。」と「ふだん何時に就寝しますか」です。
　グラフ Aをご覧ください。3人の生徒が 6時前に起きています。28人の生徒が 7時ごろに起きて
います。これが，もっとも多い数値でした。8人の生徒が 7時 30分に起きます。そして，たった 1
人の生徒が 8時に起きています。この生徒が 8時 30分までにどうやって来ているのか，わたした
ちにはわかりません。
　グラフ Bをご覧ください。2人の生徒が 10時前に寝ています。15人の生徒が 11時ごろに寝て



います。18人の生徒が 11時 30分に寝ています。そして，5人の生徒が 12時に寝ています。この
5人の生徒は，クラブ活動をしたり，塾に行っているにちがいありません。

【2】

　ハリー・パークへようこそ。ここが，この公園内のバス停留所です。どのバスにも無料で乗るこ

とができます。図書館へ行きたいのでしたら，50番の路線のバスをご利用ください。15分ほどか

かります。博物館へ行きたいのでしたら，13番の路線のバスをご利用ください。5分ほどかかります。

多くの人々がそこで，わが国でもっとも有名なダイヤモンドを見たがっています。ですから，その

ダイヤモンドを見るまでには，30分ほどお待ちいただかなければならないかもしれません。ご質問

をなさりたい場合には，このバス停の向かい側にあるインフォメーション・センターへどうぞ。よ

い一日をお過ごしください。

質問 (1)バス停から図書館まで何分かかりますか。

質問 (2)博物館へ行くには，どのバスに乗るべきですか。

質問 (3)インフォメーション・センターは，どこにありますか。


