
長野県高校入試リスニングテスト完全対応！

入試のリスニングテストで満点を取るための教材。
『Listening Work』簡単設置例

英語を正確に聴き取り理解する能力を養成する
　　リスニング教材として『Listening Work』を，ぜひご採択ください。

　　 編集・発行／信州教育出版社　　　 取扱い／しんきょうネット
　    　   Tel  026-232-0291　　　　　　　　　               　      Tel  026-233-1135　Fax フリーダイヤル  0120-25-1098
　
   　

　

定価

５７０円
（本体５１８円＋税）

＋ ＋

パソコン HDMI ケーブル 液晶テレビ

■さまざまな機器を使って学習する（自学自習など）

　　『Listening Work』は，インターネットの環境が整えば，どこでもさまざまな機器を使って学習がで

　きます。パソコンはもちろん，タブレットやスマートフォンなどでも簡単にアクセスをして取り組

　むことができますので，各校の実情に合わせてご活用ください。

＋ ＋
または

パソコン
（インターネット接続済み）

冊子

タブレット，
スマートフォンなど

（インターネット接続済み） ヘッドホン
（イヤホン）

■パソコンと液晶テレビを使う（一斉授業など）

　　HDMI インターフェースを備えたパソコンと液晶テレビを，HDMI ケーブルで接続するだけ

　で，パソコン画面を拡大して表示し，あわせて音声も適正な音量で提示できます。

中学校

ご芳名

令和　　  年　　　月　 　　日

注　文　書

学年会計数 特別支援会計数

学年 コード       商品名 定価（税込み） 生徒用 教師用

３ SS-12538 Listening Work 570 円

その他連絡欄

下記のとおりに注文します。

ＧＩＧＡスクール構想の実現へ向けて大きく躍進している今，

ＩＣＴを活用したさまざまな場面で使える教材です！



総問題数

STEP1 ～３全 82 問＋県高校入試５年分
音声総収録時間（「音声のみ」＋「音声＋英文」・県高校入試音声含む）

約６時間

10 11

【トレーニング】

音声にそって書き取りをしましょう。 

実施日

【仕上げ】

トレーニングで書けなかった英語をもう一度復習しましょう。 

実施日

【トレーニング】

音声にそって書き取りをしましょう。 

実施日

【仕上げ】

トレーニングで書けなかった英語をもう一度復習しましょう。 

実施日

STEP 【QRコード】
　◆音声データ・ムービーは こちら →

【QRコード】
　◆音声データ・ムービーは こちら → STEP

問 題１ 【音声のダウンロード】
　◆音 声 の み　→　STEP1_001.mp3
　◆音声＋英文　→　STEP1_001_CAPTION.wmv

A：（　　　　 　）is（　　　　 　）new（　　　　 　）, Bob?

B：It’s a（　　　　 　）class.  We have（　　　　 　）boys in  （　　　　 　）

　　class.

A：（　　　　 　）（　　　　 　）girls?

B：（　　　　 　）（　　　　 　）seventeen.

問 題２ 【音声のダウンロード】
　◆音 声 の み  →　STEP1_002.mp3
　◆音声＋英文　→　STEP1_002_CAPTION.wmv

A：I played（　　　　 　）with my friends,（　　　　 　）.  But you didn’t

　  （　　　　 　）, John.  Why not?

B：（　　　　 　）I was（　　　　 　）.

A：Were you（　　　　 　）?

B：No, I wasn’t.  I（　　　　 　）（　　　　 　）wash（　　　　 　）

　  （　　　　 　） （　　　　 　）.

A：（　　　　 　）is（　　　　 　）new（　　　　 　）, Bob?

B：It’s a（　　　　 　）class.  We have（　　　　 　）boys in  （　　　　 　）

　　class.

A：（　　　　 　）（　　　　 　）girls?

B：（　　　　 　）（　　　　 　）seventeen.

A：I played（　　　　 　）with my friends,（　　　　 　）.  But you didn’t

　  （　　　　 　）, John.  Why not?

B：（　　　　 　）I was（　　　　 　）.

A：Were you（　　　　 　）?

B：No, I wasn’t.  I（　　　　 　）（　　　　 　）wash（　　　　 　）

　  （　　　　 　） （　　　　 　）.

★授業開始のウォーミングアップ　　★毎日の宿題

短文編

STEP1
長文編

STEP2

66 67

【トレーニング】

音声にそって書き取りをしましょう。 

実施日 【仕上げ】

トレーニングで書けなかった英語をもう一度復習しましょう。 

実施日

【QRコード】
　◆音声データ・ムービーは こちら →STEP

（　　　　 　）

（　　　　 　）（　　　　 　） （　　　　 　） ：

（　　　　 　） （　　　　 　）

（　　　　 　）

（　　　　 　）

（　　　　 　） （　　　　 　） （　　　　 　）

（　　　　 　） （　　　　 　）

（　　　　 　） （　　　　 　） （　　　　 　）

（　　　　 　）（　　　　 　） （　　　　 　） （　　　　 　）

（　　　　 　）（　　　　 　）

問 題１０

（注）    育てる，栽培する 　いちご

【音声のダウンロード】
　◆音 声 の み  →　STEP2_010.mp3
　◆音声＋英文　→　STEP2_010_CAPTION.wmv

（　　　　 　）

（　　　　 　）（　　　　 　） （　　　　 　） ：

（　　　　 　） （　　　　 　）

（　　　　 　）

（　　　　 　）

（　　　　 　） （　　　　 　） （　　　　 　）

（　　　　 　） （　　　　 　）

（　　　　 　） （　　　　 　） （　　　　 　）

（　　　　 　）（　　　　 　） （　　　　 　） （　　　　 　）

（　　　　 　）（　　　　 　）

ディクテーションを繰り返し実施

 英語の基礎力をつける！

全４
２問

全２
７問

多様な形式の問題を解き力試し

実践編

STEP3
長野県高校入試

リスニングテスト

★リスニングの一斉テスト　　★入試前の対策

多様な形式の問題を解き力試し

 実力をつける！

102 103

【QRコード】
　◆音声データ・ムービーは こちら →STEP

問 題１ 【音声のダウンロード】
　◆音 声 の み　→　STEP3_001.mp3
　

（1）

No.1 No.2 No.3

（2）

① 　　　 ② 　　　　　　　　　回目

③ ④

（３）

No.1 No.2 No.3

①

②

③

④

4 5

（1）

No.1 No.2 No.3

（3）

No.1 No.2 No.3 No.4

（2）

No.1 No.2 No.3

平成２８年度長野県高校入試

リスニングテスト

【QRコード】
　◆音声データ・ムービーは こちら →
【音声のダウンロード】
　◆音 声 の み  →　H28_nyushi.mp3

入試
５年
分

全１
３問

　『Listening Work』は，Web 配信される音声を聴きながらディクテーションをしたり問題を解い

たりすることで，長野県高校入試のリスニングテストで満点を取るための教材です。

Web 配信される音声を聴きながら，問題冊子に書き込んでいく。

『Listening Work』の特長

　『Listening Work』は，音声を Web 配信にすることで，

　①　インターネットに接続できればどこでも学習可能。（パソコン，タブレット，スマートフォンなど）

　②　ボリュームのある問題，複数のネイティブスピーカーによるさまざまな声質の豊富な音声データ

　　を安価に提供することを実現。

定価は

５７０円
（５１８円＋税）

　高校入試を想定した問題を解く。 長野県高校入試リスニングテストにチャレンジ。

　短い英文を聴きディクテーションをする。 長い英文を聴きディクテーションをする。
■本冊：Ａ４判，１２８ページ

■別冊解答：Ａ４縮小版，１６ページ

■別冊その他：長野県高校入試リスニングテスト（５
　　　　　　　年分），取扱説明書

■音声：音声のみ，音声＋英文の２種類を用意。

■ PDF：日本語訳，解答

※Web 上のデータにアクセスする際は，専用の ID とパス
　ワードが必要になります。

問題冊子Web 上データ

10

【トレーニング】

音声にそって書き取りをしましょう。 

実施日

【仕上げ】

トレーニングで書けなかった英語をもう一度復習しましょう。 

実施日

STEP 【QRコード】
　◆音声データ・ムービーは こちら →

問 題１ 【音声のダウンロード】
　◆音 声 の み　→　STEP1_001.mp3
　◆音声＋英文　→　STEP1_001_CAPTION.wmv

A：（　　　　 　）is（　　　　 　）new（　　　　 　）, Bob?

B：It’s a（　　　　 　）class.  We have（　　　　 　）boys in  （　　　　 　）

　　class.

A：（　　　　 　）（　　　　 　）girls?

B：（　　　　 　）（　　　　 　）seventeen.

A：（　　　　 　）is（　　　　 　）new（　　　　 　）, Bob?

B：It’s a（　　　　 　）class.  We have（　　　　 　）boys in  （　　　　 　）

　　class.

A：（　　　　 　）（　　　　 　）girls?

B：（　　　　 　）（　　　　 　）seventeen.
※Webページは，制作中の
　ため，変更になる場合が
　あります。

※QR コードを読

　み取るだけで，

　Web サイトへ簡

　単にアクセスで

　きます。

　また，インターネットを活用した教材ですので，全音

声データ・動画データは，ダウンロードにも対応してい

ます。事前にパソコン等に移しておけば，インターネッ
トが使えなくても学習できます。


