
英語の音を聞いてみよう
●英語には，日本語と同じように発音できない音がある。下の例を見て，音声を聞きながら
繰り返し発音し，英語の音になれよう。
A 　特

とく

徴
ちょう

的
てき

な英語の音の例

　①

　

　②

　

　③

　

音声

動画

æ

cat hat bat

 ɑ 

stop fox box

 ʌ 

bus cut cup

 l 

lunch lemon look

 r 

rice run ring

w

watch wash woman

æ は日本語の 「エ」 と 「ア」 をいっしょに
したような音を，口を横に大きく開けて，
のどの奥を緊張させて出す。

ɑ は日本語の 「オ」 と違い，発音する瞬間
に口を大きく開け，のどに近いところで  

「ア」 と発音する。

 ʌ は口をあまり開けずに，日本語の 「ア」  
と 「オ」 の中間のような音を短く出す。

日本語の 「ラリルレロ」 は，舌先で歯ぐき
を一音ごとにたたいて発音する。
一方，  l は舌の先を上の歯ぐきにつけたま
ま，舌の両側から声が外に出るように発音
する。
 r は直前に日本語の 「ウ」 を軽くそえるよ
うにして発音するとよい。唇を丸めてやや
突き出した状態で，舌が口の中のどこにも
触れないようにして声を出す。

w は日本語の 「ワ」 よりも唇を丸めるよう
にして，強めに声を出す。「ウ」 と区別して
練習しよう。

4

英語の発音

英語の発音 音声・動画ページ　https://www.kyo-kai.co.jp/ep/E20/top.html

 や   のマークがあるページ全体をCOCOAR2でかざすと音声や動画が利用できます。QRコードからも同じ
音声や動画が利用できます。（「英語の発音」は，教材選択が必要です。WEB上で ss3  を選択してください。） P.4〜7

音声・動画



○学習内容　現在完了のまとめ，注意すべき用法 / 現在完了進行形

A 　現在完了のまとめ，注意すべき用法

① 　現在完了のまとめ……〈have〔has〕＋過去分詞〉の形。継続「（ずっと）～している」，経験「～し
たことがある」，完了・結果「～してしまった（その結果，現在は…だ）」の 3 用法。
②　現在完了で使えない語句……現在完了は，過去と現在を関連付けて述べる表現なので，過去の

一点を明確に指す語句は使えない。（継続用法では，前に  since  を置けば使うことができる。）
When ～  ?（いつ～か），yesterday（昨日），last ～（この前の～），～ ago（～前）など。

③　注意すべき用法

　㋐　〈have been to～〉…「～へ行ったことがある」 （経験）

　　　注  　have （just） been to ～「～へ行ってきたところだ（今，ここにいる）」（完了・結果）の用法もある。

　㋑　〈have gone to ～〉…「～へ行ってしまった（今，ここにいない）」 （完了・結果）

次の文の（　）内から適する語句を選びなさい。

　⑴　（ア When　イ How long　ウ How many） have you known Mr. Brown  ?

　⑵　He has been to Australia （ア twice　イ last year　ウ ten days ago）.

B 　現在完了進行形

① 　現在完了進行形……〈have〔has〕＋been＋～ing〉の形で，現在までの動作の継続を表す。
　「（今までずっと）～し続けている」という意味。
②　使う動詞……動作の継続を表すので，動作を表す動詞（study，stay，play  など）を使う。
　　注  　状態を表す動詞（be，know  など）の継続は，現在完了形の継続用法で表す。

次の日本文の意味を表す英文になるように，　　に適する語を書きなさい。

　⑴　雨が 2 時間降り続いている。　It has 　　　　　　　 　　　　　　　 for two hours.

　⑵　 ジョンは今朝からずっと映画を見続けている。

　　　John 　　　　　　　 　　　　　　　 watching the movie since this morning.
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120

I have lived in Japan for a year. 私は 1 年間日本に住んでいます。

Have you ever been to Hokkaido  ? あなたは今までに北海道に行ったことがありますか。

121 I have been studying math for three hours.　私は 3 時間数学を勉強しています。
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1 〈現在完了で使われる副詞句〉　（　）内の日本文を参考にして，次の　　に適する語を下の〔　〕内

から選んで書きなさい。

　⑴　His train has 　　　　　　　 left. （ちょうど出発したところだ）

　⑵　He has visited Karuizawa 　　　　　　　. （ 2 回訪れたことがある）

　⑶　How 　　　　　　　 has Mr. Brown lived in Japan ? （どれくらい住んでいますか）

　⑷　Have you 　　　　　　　 seen him ? （今まで会ったことがありますか）

　⑸　I haven’t finished my homework 　　　　　　　. （まだ終えていない）

　⑹　She has 　　　　　　　 played golf. （ゴルフをしたことが 1 度もない）

　⑺　Takako has been sick 　　　　　　　 last week. （先週から病気だ）

　⑻　Hiroshi has 　　　　　　　 eaten lunch. （もう食べてしまった）

　　　〔　already　before　ever　for　just　long　often　never　since　twice　yet　〕

2 〈 ₃用法のまとめ〉　次の日本文の意味を表す英文になるように，　　に適する語を書きなさい。

　⑴　私はまだクリスマスカードを書いていません。

　　　I 　　　　　　　 not 　　　　　　　 any Christmas cards 　　　　　　　.

　⑵　あなたは今までにＵＦＯを見たことがありますか。

　　　　　　　　　　 you 　　　　　　　 　　　　　　　 a UFO ?

　⑶　私はすでに彼のＥメールを受け取りました。

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 received his e-mail.

　⑷　その野球選手はニューヨークに行ってしまいました。

　　　The baseball player 　　　　　　　 　　　　　　　 to New York.

　⑸　この前の水曜日から彼女はずっと病気です。

　　　She 　　　　　　　 　　　　　　　 sick since last Wednesday.

　⑹　大阪に住んでどのくらいになりますか。

　　　How 　　　　　　　 have you 　　　　　　　 in Osaka ?

3 〈 ₃用法のまとめ〉　次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえなさい。

　⑴　The weather is fine.　〔文末に  since last Friday  を加えて，現在完了の文に〕

　　　 

　⑵　He didn’t read this book.　〔never  を使って，現在完了の文に〕

　　　 

　⑶　Our bus arrived.　〔「ちょうど着いたところだ」 という意味の，現在完了の文に〕

　　　 

□  golf：ゴルフ　　□  UFO：未確認飛行物体
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4 〈過去形との違い〉　次の文の（　）内から適する語句を選びなさい。

　⑴　I （ア lived　イ have lived） in Osaka five years ago.

　⑵　（ア Did you clean　イ Have you cleaned） your room yesterday ?

　⑶　When （ア did he give　イ has he given） you this guitar ?

　⑷　My mother （ア is　イ was　ウ has been） sick since last Friday.

　⑸　He （ア has been　イ went） to New York in 2008.

　⑹　Satoko （ア was　イ has been） to Tokyo three times.

5 〈過去形との違い〉　次の各組の英文を，意味の違いに注意して日本文になおしなさい。

　⑴　①　Ann lived in Tokyo for five years. （ ）

　　　②　Ann has lived in Tokyo for five years. （ ）

　⑵　①　I visited that city in 2010 and 2013. （ ）

　　　②　I have visited that city twice. （ ）

　⑶　①　My father cooked dinner yesterday. （ ）

　　　②　My father has already cooked dinner. （ ）

6 〈過去形との違い〉　次の下線部の誤りを訂正して全文を書きなさい。

　⑴　When have you seen the small bird ?　 

　⑵　He has finished his homework just now.　 

　⑶　I have lived here six years ago.　 

7 〈have been to～  と  have gone to～〉　次の英文の意味を完成しなさい。

　⑴　She has been in China since last week. 彼女は中国に（ ）。

　⑵　She has been to China once. 彼女は中国に（ ）。

　⑶　She has just been to China. 彼女は中国に（ ）。

　⑷　She has gone to China. 彼女は中国に（ ）。

8 〈現在完了進行形〉　次の日本文の意味を表す英文になるように，　　に適する語を書きなさい。

　⑴　ジョンと私は 4 時間ずっとテレビを見続けています。

　　　John and I 　　　　　　　 　　　　　　　 watching TV for four hours.

　⑵　私たちは昨日の夜からずっと仕事をしています。

　　　We have 　　　　　　　 　　　　　　　 since last night.

　⑶　彼はどのくらい待ち続けているのですか。

　　　How long has he 　　　　　　　 　　　　　　　 ?

□  given：giveの過去分詞

97

現在完了⑵



1 次の各組の文がほぼ同じ意味になるように，　　に適する語を書きなさい。

　
⑴

She went to Hokkaido, and she is still there. 〈上宮太子〉

　　　She 　　　　　　　 　　　　　　　 to Hokkaido.

　
⑵

This will be Ellen’s first trip to Tokyo.

　　　Ellen 　　　　　　　 never 　　　　　　　 to Tokyo before.

　
⑶

Beth and Mike started to play soccer two hours ago, and they are still playing it now.

　　　Beth and Mike 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 soccer for two hours.

2 次の日本文の意味を表す英文になるように，（　）内の語を並べかえなさい。

　⑴　あなたは今までにさくらの花を見たことがありますか。 〈沖縄・改〉

　　　（you / have / seen / ever） cherry blossoms ?

　　　  cherry blossoms ?

　⑵　メアリーが日本に来てから10年以上になります。

　　　Mary （in / for / has / Japan / than / more / been） ten years.

　　　Mary   ten years.

　⑶　あなたは 1 時間ずっと走り続けているのですか。

　　　（you / running / for / have / been） an hour  ?

　　　  an hour ?

3 次の日本文を（　）内の語句を使って英文になおしなさい。下線の語は適切な形になおすこと。

　⑴　私はロンドンを 2 度訪れたことがあります。　（visit，London）

　　　 

　⑵　あなたがたはいつからの友だちなのですか。　（be，how）

　　　 

　⑶　久
く

美
み

は，まだ健
けん

にＥメールを送っていません。　（send，an e-mail）

　　　 

4 右の絵の内容を最も適切に表している英文を，ア～オから１つ選びなさい。 〈仙台育英〉

　ア　He will go fishing in the river.

　イ　He has just fished in the river.

　ウ　He is fishing in the river now.

　エ　He was fished in the river.

　オ　He is eating a fish.

□  cherry blossoms：さくらの花　　□  go fishing：釣りに行く　　□  fish：釣りをする
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　次の対話文を読んで，あとの各問いに答えなさい。

　Mike is singing karaoke at Karaoke Castle with his son, Bob.  Mike calls his sister, Judy.

Mike :  Hello, Judy.  I’m doing karaoke with Bob at Karaoke Castle.  Do you want to 

come  ?

Judy :　 Yes, I do.  Today is Saturday, but I had to work.  I’m still at my office, but I’ve 

just finished my work.  Have you sung a lot of songs yet  ?

Mike : Yes.  We started doing karaoke at 2 p.m.

Judy :　 Really  ?  You’ve been singing for three hours  !  I’m leaving my office right now.

　At 5:30 p.m., Judy arrives at Karaoke Castle.

Mike :  Hi, Judy.  Thanks for coming.  Are you busy at work  ?

Judy :　 Yes, a little.  I’ve become a ＊manager.

Mike :  ① You’ve just started to work at the ＊company, but you’re already a manager  ?  

That’s great.  I’ll pay for your karaoke today.

Judy :　 Thank you, Mike.  Bob, I haven’t ②（see） you since you went to Japan two years 

ago.  You’ve ③（grow） and become a ＊handsome high school student.

Bob :  Thank you.  I came back to the U.S. six months ago.  I’ve been ④（study） 

Japanese hard.  I often sing Japanese songs at karaoke.  Do you like Japanese 

music, too  ?

Judy :　 Yes.  I went to Tokyo when I was a college student.  I know some ＊J-pop music. 

Bob :  Wow  !  Let’s sing Japanese songs together.

　 After that, the three of them sing many songs together, and at 8:00 p.m., they stop 

singing karaoke and go home.

　注　manager：責任者　　company：会社　　handsome：すてきな　　J-pop：Ｊポップ

問 1　下線部①を日本文になおしなさい。

　　　（ ）

問 2  　②～④の（　）内の語を適する形になおしなさい。 ②　　　　 ③　　　　 ④　　　　

問 ₃　右の表を見て，本文の内容に合うように，次の質

問に数字で答えなさい。

　　　注　per：～につき　　extra charge：追加料金

　　 How much did Mike pay for the 3 people to 

sing karaoke  ? ─ 　　　　　　　 dollars.

問 ₄　本文の内容に合うように，　　に適する英語を書きなさい。

　　⑴　Judy was at 　　　　　　　 　　　　　　　 when she got a phone call from Mike.

　　⑵　Both Judy and Bob like 　　　　　　　 　　　　　　　.

Karaoke prices （＊per 30 minutes）

Adults $3

High school students $2

Junior high school students and younger children $1

On Saturdays and Sundays, there is an ＊extra  
weekend charge of $1 for each person.
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順序を考える問題

学習のポイント 　適切なやりとりや意味の通る文章になるように，複数の英文の順序を考える問題です。
問いと応答の関係，代名詞，時・順序を表す語句などに注目し，最も適切な順序を導き出しましょう。

1 次の対話文を読んで，あとの各問いに答えなさい。

Nao : How did you spend your last weekend  ?

Beth : （　　a　　）

Nao : （　　b　　）

Beth : （　　c　　）

Nao : （　　d　　）

Beth :　（　　e　　）

Nao :  Yes, very much  !  The zoo is very big, and we can see a lot of animals.  My 

brother and I like animals very much, so we were happy.

Beth :　Great.  What did you do at the zoo  ?

Nao :  We went to the area of lions to see some baby lions.  This is a picture of them.

Beth :　 Very cute  !  Oh, what is your brother holding in this picture  ?  A book  ?

Nao : Yes, this is a picture book about pandas. A

問 1  　a ～ e の（　）に次のア～オの英文を入れて対話が成り立つようにするとき，それぞれどの英

文を入れるとよいですか。 ₁ つずつ選び，記号で答えなさい。

　　ア　That’s great.  I visited Aoba Zoo with my family on Saturday.

　　イ　I went to Wakaba Park with my father and sister last Sunday.

　　ウ　Yes.  We enjoyed seeing about fifty kinds of flowers in that event.

　　エ　Really  ?  I hear it had a big flower event on that day.  Did you join it  ?

　　オ　Oh, it opened just a few days ago, right  ?  Did you enjoy it  ?

 a〔　　　〕　b〔　　　〕　c〔　　　〕　d〔　　　〕　e〔　　　〕

問 2  　次の①～③を意味が通るように並べかえて A  に入れるとき，その順序として最も適切

なものを ₁ つ選び，記号で答えなさい。

　　①　One of the ＊zookeepers gave us the book after we listened to them.

　　② 　In the panda area, some zookeepers told us some interesting things about 

pandas.

　　③ 　My brother looked very happy when he got the book from him.

　　ア　①→②→③　　イ　①→③→②　　ウ　②→①→③ 注　zookeeper：飼育員

　　エ　②→③→①　　オ　③→①→②　　カ　③→②→① 〔　　　〕
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●英文はそれぞれ ₂回繰
く

り返します。このページの余白にメモをとってもかまいません。

１ 絵の内容を表す英文を選ぶ問題

　No. 1　 No. 2　

 a　　　b　　　c  

２ 対話とその内容についての質問を聞いて，適する答えを選ぶ問題

　No. 1　ア　At eight. イ　For two hours.

  ウ　At ten. エ　For three hours.

　No. 2 ア　She will go to the zoo.　　　イ　She will play baseball with her friends.

  ウ　She will be free. エ　She will watch a baseball game.

３ 日記に書いた英文を聞いて，表を完成させる問題

　ある日曜日のナオヤの行動

　

a　　　b　　　c

午前 ₈ 時 起床

午前中 部屋の掃除をした。

昼食後 公園に行き，ビルと会って⑴（　　　　　　　）をした。

午後 ₅ 時 帰宅し，⑵（　　　　　　　）をした。

午後 ₇ 時 夕食を食べ，テレビを１時間見た。

午後⑶（　　　　　　　） 就寝

218

文法範囲：1・2年の復習，動詞，未来の文，助動詞

リスニング問題１
リスニング問題 音声TOPページ　https://www.kyo-kai.co.jp/ss/E20/lis-top3E.htmll

 のマークがあるページ全体をCOCOAR2でかざすと音声が聞けます。
QRコードからも同じ音声が聞けます。


