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E-listening part 2  
Comprehension practice 5 

 

 

Exercise 5. track 23 

Multiple choice. Choose the best answer from: a,b, c, or d. 

1.This actor once acted a small part in a movie.  What movie? 

a. Star Trek IV    b. Star Wars    

c. Back to the future    d. Star Struck 

 

2. Acting on stage is more difficult than acting in a movie: 

a. Because the audience is noisy. 

b. Because there is no chance to do anything over again. 

c. Because you have to perform everyday. 

d. Because the tickets cost more. 

 

3. As the actor put on his costume: 

a. He felt very confident.  

b. He felt happy 

c. He felt nervous.   

d. He felt disappointed. 

 

4. When the play began: 

a. The actor forgot his lines.  

b. The actor fell off the stage. 

c. The stage broke.  



d. Everything went well in spite of the vase breaking. 

 

5. When the play was over: 

a. The audience liked the performance very much. 

b. The audience did not like the performance. 

c. The audience left immediately. 

d. The audience did not want a curtain call.  

 

Listen : 
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解答解説 

 

 

 

Exercise 5 

選択問題意味 

 a,b,c, or dから最も適したものを選択しなさい。 

 

1.この俳優は、かつてある映画で端役を演じたことがあるが、どの映画か。 

a. スタートレックIV    

b. スターウォーズ 

c. バックトゥーザフューチャー 
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d. スターストラック 

 

2. 舞台で演じるのは、映画で演じるより難しいのはなぜか。 

a. 聴衆がうるさいから 

b. やり直しが効かないから。 

c. 毎日演じなくてはならないから。 

d. 切符の値段が高いから。 

 

3. この俳優は、衣装を身につけると 

a. とても自信が湧いた。  

b. 元気になった。 

c. 緊張した。   

d. がっかりした。 

 

4. 劇が始まった時 

a.この俳優は、自分のセリフを忘れた。  

b.この俳優は、舞台から落ちた。 

c. 舞台が壊れた。  

d. 花瓶が壊れたが万事が上手くいった。 

 

 

5. 劇が終わると 

a. 聴衆は、その演技をとても気に入った。 

b. 聴衆は、その演技が気に入らなかった。 



c. 聴衆は、すぐに立ち去った。 

d. 聴衆は、カーテンコールを望まなかった。 

 

 

 

 

Exercise 5 Script   

I really enjoy being an actor.  Right now, I’m acting in a play. I’ve been in a movie 

before.  I played a small part in Star Trek IV.  But acting on the stage is entirely 

different from acting in a movie.  If you make a mistake, there’s no chance to do 

anything over again. 

 

The night the play opened, we were afraid no one would come.  But by 7:00 p.m. 

there were already about 25 people standing in line outside waiting to enter the 

theater. 

As I was putting my costume on, I felt nervous.  I was worried that I would forget my 

lines.  But when the play began, I remembered everything.  The only thing that went 

wrong was that in the first scene a vase fell down and broke.  I had to act like this was 

a played occurrence. 

         

When the play was over, the audience seemed to have liked our performance.  They 

clapped their hands loudly for a long time.  The stage assistant must have gotten tired 

of opening and closing the curtain while we bowed.  We got eleven curtain calls. 

   

 

 

Answers to Exercise 5. 

 

1.a.  

2.b.  

3. c.    

4. d.  

5. a 

 



 

 

Exercise 5 script訳 

私は、俳優であることを本当に楽しんでいる。ちょうど今、ある劇で演技をしてい

る。以前は映画にも出た。Star Trek IVで端役もこなした。しかし、舞台の上の劇で

演じるのは、映画とは全く別の話だ。もしミスをおかしても、やり直す機会など無

いのである。 

 

この劇が開演する夜、我々は、誰も来ないのではと恐れていたが、午後7時までには

、すでに劇場に入ろうと列をなして待つ人が25人程いた。 

 

衣装を身に付ける間に、私は緊張してしまった。台詞を忘れるのではと心配になっ

た。しかし、劇が始まると、私は、全てを思い出した。うまく行かなかったのは、

最初の場面で、花瓶が落ちて、割れたことくらいだった。私は、これも演技の一部

である様に装った。 

 

劇が終わった時、聴衆は、我々の演技が気に入ったようだった。彼らは、長いこと

拍手していた。舞台助手達は、我々が、お辞儀する間に、幕を上げたり、降ろした

りするのに疲れたに違いなかった。カーテンコールを11回も行った。 

 

 


