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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。

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

英語の発音

 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 mc3  を選択してください。） P.4〜7

音声・動画
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Ａ　現在完了と過去形のちがい
　92　I have just finished my homework. 私はちょうど宿題を終えたところです。

　現在完了と過去形のちがい……過去形は過去の決まった時点での状態や動作についてのみ述べる。現在完了は

過去の状態や動作が，現在の立場でどうであるかを述べる。
ア　〔過去〕 I lived in Kagoshima in 2005.　 （過去に〈２００５年に〉住んでいた）

 〔現在完了（継続）〕 I have lived  in Kagoshima since 2005.　（２００５ 年からずっと住んでいる → 今も住んでいる）

イ　〔過去〕 I visited Kyoto last month.　 （過去に〈先月〉訪れた）

 〔現在完了（経験）〕　 I have visited  Kyoto once.　（今までに 1度訪れたことがある → 今，京都のことを知っている）

ウ　〔過去〕 I finished my homework two hours ago.　 （過去に〈 ２時間前に〉終えた）

 〔現在完了（完了・結果）〕　 I have  just finished  my homework.　（終えたところだ → 今は宿題を終えている状態）

Ｂ　現在完了と副詞句
　93　I have been busy since yesterday. 私は昨日からずっと忙しい。

　ア　現在完了でよく使われる語句

継続……for ～，since ～，How long ～ ?　　完了・結果……just，already，yet
経験……before，often，once，twice，～ times，never，ever，How many times〔How often〕 

　イ　過去の文で使う語句……現在完了は，過去のことを現在と関連づけて述べる表現なので，過去の一時点を
明確に示す語句は使えない。yesterday，last week，～ ago，just now，When ～ ?など。

Ｃ　注意すべき用法
　94　I have been to Osaka before. 私は以前，大阪へ行ったことがあります。

　ア　have been to ～：「～へ行ったことがある」〈経験〉
Jim has been to  Kyoto before.　（ジムは以前，京都へ行ったことがあります。）

参考　have （ just） been to ～で「（ちょうど）～へ行ってきたところだ」〈完了〉を表す場合もある。

　イ　have gone to ～：「～へ行ってしまった（今，ここにいない）」〈結果〉
Jim has gone to  Kyoto.　（ジムは京都へ行ってしまいました。）

Ｄ　現在完了進行形
　95　It has been raining for three hours. 3 時間ずっと，雨が降っています。

　 現在完了進行形〈have〔has〕 been＋動詞の ing形〉……「（今までずっと）～している」という意味で，過去に
始まったある動作が現在まで継続していることを表す。
〔現在完了進行形〕　I have been playing  tennis for two hours.　（＝「～する」という動作が ２時間継続している）

〔現在完了（継続）〕　I have lived  in Japan for two years.　 （＝「住んでいる」という状態が ２年間継続している）

〇学習内容　現在完了と過去形のちがい / 現在完了と副詞句 / 注意すべき用法 / 現在完了進行形

UnitUnit 現在完了⑵10
基本文音声
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Unit 10　現在完了⑵

Ａ〈現在完了と過去形のちがい〉　下線部に注意して，次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。
　　⑴　①　I have used this camera since then.

　　　　　　私はこのカメラを（ ）。

　　　　②　I used this camera then.

　　　　　　私はこのカメラを（ ）。

　　⑵　①　I have seen your mother once.

　　　　　　私はあなたのお母さんに（ ）。

　　　　②　I saw your mother yesterday.

　　　　　　私はあなたのお母さんに（ ）。

Ｂ〈現在完了と副詞句〉　次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語句を（　）内から選んで書きなさ
い。

　　⑴　私たちは昨日，とても忙しかった。
　　　　We 　　　　　　　　　　 very busy yesterday.　（ were, have been）

　　⑵　私たちは昨日からとても忙しい。

　　　　We 　　　　　　　　　　 very busy since yesterday.　（ were, have been）

　　⑶　あなたのお父さんはもうアメリカから戻ってきましたか。 

　　　　　　　　　　　 your father returned from America yet ?　（ Did, Has）

　　⑷　あなたのお父さんはいつアメリカから戻ってきたのですか。

　　　　When 　　　　　　　 your father return from America ?　（ did, has）

　　⑸　私はたった今，台所を掃除しました。
　　　　I 　　　　　　　　　　 the kitchen just now.　（ cleaned, have cleaned）

Ｃ〈注意すべき用法〉　下線部に注意して，次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。
　　⑴　They have been to Kobe twice.　　彼らは（ ）。

　　⑵　They have gone to Kobe.　 彼らは（ ）。

Ｄ〈現在完了進行形〉　次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
　　⑴　私は 7時からずっとテレビを見ています。

　　　　I have 　　　　　　　 　　　　　　　 TV since seven o’clock.

　　⑵　私の母は 1時間ずっと本を読んでいます。

　　　　My mother has 　　　　　　　 　　　　　　　 a book for one hour.

　　⑶　今朝からずっと雨が降っています。

　　　　It has 　　　　　　　 　　　　　　　 since this morning.

　　⑷　スミスさんは4０分間ずっと車を洗っています。

　　　　Mr. Smith has 　　　　　　　 　　　　　　　 his car for forty minutes.

語句  

□ retúrn　戻る　　
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1 〈現在完了と過去形〉　次の文の（　）内から適する語句を選び，記号で答えなさい。
⑴　My mother （ ア　cleaned　　イ　has cleaned） the kitchen yesterday. 〔　　　〕

⑵　Lisa （ ア　was lived　　イ　has lived） in Japan for two years. 〔　　　〕

⑶　When （ ア　did you paint　　イ　have you painted） that picture ? 〔　　　〕

⑷　They （ ア　have just had　　イ　had） dinner at six last Sunday. 〔　　　〕

⑸　Mr. Jones （ ア　is　　イ　was　　ウ　has been） sick since last Monday. 〔　　　〕

2 〈現在完了と過去形〉　次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
⑴　私たちはすでに昼食を終えてしまいました。

　　We have 　　　　　　　 　　　　　　　 lunch.

⑵　姉は昨年の春から先生をしています。

　　My sister has 　　　　　　　 a teacher 　　　　　　　 last spring.

⑶　あなたは今までにこの話を聞いたことがありますか。

　　Have you 　　　　　　　 　　　　　　　 this story ? 

⑷　彼は 3か月前にこのいすを作りました。

　　He 　　　　　　　 this chair three months 　　　　　　　.

⑸　あなたはいつこの本を買いましたか。

　　When 　　　　　　　 you 　　　　　　　 this book ?

⑹　この電車はたった今，駅に着きました。
　　This train 　　　　　　　 at the station 　　　　　　　 now.

3 〈注意すべき用法〉　下線部に注意して，次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。
⑴　Yumi went to the store last Sunday.

　　由美は（ ）。

⑵　Yumi has been to the store many times.

　　由美は（ ）。

⑶　Yumi has gone to the store.

　　由美は（ ）。

4 〈現在完了進行形〉　次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を適する形（ ₃語）になおして，　　に
書きなさい。

　⑴　私の姉は 8時からずっとケーキを作っています。

　　　My sister （ make ） a cake since eight o’clock. 　　　　　　　　　　　　　　

　⑵　私は ２時間ずっとピアノを練習しています。

　　　I （ practice ） the piano for two hours. 　　　　　　　　　　　　　　

　⑶　彼らは3０分間ずっとブラウンさんと話しています。

　　　They （ talk ） with Ms. Brown for thirty minutes. 　　　　　　　　　　　　　　

語句  

□ paint　〔絵の具で〕（絵）を描く　　
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Unit 10　現在完了⑵

5 〈現在完了のまとめ〉　次の文の下線部と同じ用法の現在完了を含む文をア～ウから ₁つずつ選び，記号で答
えなさい。

⑴　My brother has seen this movie twice.　　　〔　　　〕

⑵　We have just got to the airport.  〔　　　〕

⑶　It has been warm since last Friday. 〔　　　〕

　ア　I’ve lived in this town for ten years.

　イ　I’ve never been to Hokkaido.

　ウ　Have you washed the dishes yet ?

6 〈現在完了のまとめ〉　次の文の　　に，（　）内の語を適する形になおして書きなさい。また，できた英文の
意味を完成させ，ア　継続，イ　経験，ウ　完了のうちどの用法であるかを〔　〕に記号で答えなさい。
⑴　Bill has never 　　　　　　　 the park.　（ visit）

　　ビルは（ ）。〔　　　〕

⑵　The train has just 　　　　　　　 the station.　（ leave）

　　列車は（ ）。〔　　　〕

⑶　It has 　　　　　　　 cold for a week.　（ be）

　　（ ）〔　　　〕

7 〈現在完了のまとめ〉　次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。
⑴　Ken and Taro have been good friends for eight years.　〔下線部をたずねる文に〕

　　　　　　　　　 　　　　　　　 have Ken and Taro been good friends ?

⑵　My aunt has already bought a new car.　〔否定文に〕

　　My aunt 　　　　　　　 bought a new car 　　　　　　　.

⑶　I saw that animal.　〔「 1 度見たことがある」という意味の現在完了の文に〕
　　I’ve 　　　　　　　 that animal 　　　　　　　.

⑷　Kaori is writing a letter.　〔since this morningを加えて現在完了進行形の文に〕

　　Kaori 　　　　　　　 　　　　　　　 writing a letter since this morning.

8 〈現在完了のまとめ〉　次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語句を並べかえなさい。
⑴　あなたは今までに札幌へ行ったことがありますか。

　　（ ever / have / to / you / been） Sapporo ?

　　  Sapporo ?

⑵　私はたった今，この手紙を読みました。
　　（ read / this letter / just / I） now.

　　  now.

⑶　私たちは東京に ２年間住んでいます。 

　　We （ in Tokyo / two years / have / for / lived）.

　　We  .

語句  

□ áirport　空港
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1 次の文の　　に，それぞれ（　）内の語を適する形になおして書きなさい。  Ａ

⑴　（ be） Junko has 　　　　　　　 in this village for four years.

 Junko 　　　　　　　 in this village four years ago.

⑵　（ sing） We 　　　　　　　 the song last night.

 We have 　　　　　　　 the song many times.

⑶　（ write）　I 　　　　　　　 to my friend in Canada last week.

 I have just 　　　　　　　 to my friend in Canada.

2 次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。  Ｂ

⑴　ちょうど列車が着いたところです。

　　The train 　　　　　　　 　　　　　　　 arrived.

⑵　あなたはいつ仙
せん

台
だい

へ行きましたか。

　　　　　　　　　 　　　　　　　 you go to Sendai ?

⑶　私はたった今，その知らせを聞きました。
　　I heard the news 　　　　　　　 　　　　　　　.

⑷　昨日から雨が降っています。

　　It has been rainy 　　　　　　　 　　　　　　　.

3 次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。  Ｃ

⑴　彼はその新しいデパートへ行ったことがあります。

　　He 　　　　　　　 　　　　　　　 to the new department store.

⑵　彼女はイングランドへ行ってしまいましたか。

　　　　　　　　　 she 　　　　　　　 to England ?

⑶　あなたは何回ハワイへ行ったことがありますか。

　　How many times have you 　　　　　　　 　　　　　　　 Hawaii ?

4 次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。
⑴　I have already closed the windows.  Ａ Ｂ

　　私は（ ）。

⑵　They have been busy since last week.   Ａ Ｂ

　　彼らは（ ）。

⑶　My sister has gone to the library.  Ｃ

　　妹は（ ）。

⑷　It has been snowing for two days.  Ｄ

　　（ ）

語句  

□ department store　デパート　　□Hawáii　ハワイ　　□ snow　雪が降る
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Unit 10　現在完了⑵

1 次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
⑴　昨日からずっと暑い。 It 　　　　　　　 　　　　　　　 hot since yesterday.

⑵　あなたはいつメアリーに会いましたか。 When 　　　　　　　 you 　　　　　　　 Mary ?

⑶　私は鍵
かぎ

をなくしてしまいました。 I 　　　　　　　 　　　　　　　 my key.

⑷　姉は買い物に出かけていて家にいません。　My sister has 　　　　　　　 　　　　　　　.� 〈京都女子〉

2 次の下線部の誤りを訂正して全文を書きなさい。

⑴　John has left for Japan last Sunday.　 

⑵　When have you written this e-mail ?  

3 次の各組の文がほぼ同じ内容を表すように，　　に適する語を書きなさい。

⑴
I made friends with Mary in our high school days.  We are still good friends. 〈京都教育大附〉

　　Mary and I 　　　　　　　 　　　　　　　 good friends since our high school days.

⑵
I went to the station to see my uncle off, and I just came back. 〈土佐塾〉

　　I 　　　　　　　 just 　　　　　　　 to the station to see my uncle off.

⑶
It started raining two hours ago, and it is still raining.

　　It 　　　　　　　 　　　　　　　 raining 　　　　　　　 two hours.

4 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語句を並べかえなさい。
⑴　彼はたった今，その仕事を終えました。
　　He （ work / the / finished / has） just now.　〔１語不要〕

　　He   just now.

⑵　トムはすでに帰宅してしまいました。　（ gone / Tom / home / already / .）　〔１語補う〕

　　 

⑶　私たち，知り合ってどれくらいになる？ 〈立命館〉

　　（ long / other / how / for / we / known / each / have /  ?）　〔１語不要〕

　　 

⑷　彼らは1０時からずっと音楽を聞いています。

　　（ listening / since / have / they / been / to music） ten o’clock.

　　  ten o’clock.

 5 次の日本文を英文になおしなさい。

⑴　私は長い間彼に会っていません。

　　 

⑵　あなたは何回オーストラリアへ行ったことがありますか。

　　 

語句  

□ key　鍵　　□make friends with ～　～と友だちになる　　□ see ～ off　～を見送る

➡ P.207　読解プラス⑷
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1 旅・文化　次は，シンガポール（Singapore）を旅行中の真二（Shinji）と現地の女性との対話です。これを

読んで，あとの各問いに答えなさい。 〈栃木・改〉

Woman: Excuse me, are you a ＊tourist ?  Please stop drinking !

Shinji: Why ?  It’s very hot today, so I just want to drink this water.

Woman:  You can’t eat or drink on the train.  If you do so, you have to pay a lot of money.  In 

Singapore, we have our own rules.

Shinji:  Oh, I didn’t know that.  I’ve just learned one of the rules.  What other rules do you 

have ?

Woman:  For example, we can’t ＊pick flowers, or give food to birds in the park.

Shinji: I see.  People in Singapore really love this beautiful country.

〈注〉　tourist　旅行者　　pick　～を摘
つ

む

⑴　下線部と同じ用法の現在完了の文を次のア～エから１つ選び，記号を○でかこみなさい。 　（ ₇点）

　ア　I’ve visited Singapore twice.　　 イ　Have you finished your homework yet ?

　ウ　My sister has been sick for a week.　　エ　How long has Jack lived in Japan ?

⑵　シンガポールにはどのような規則がありますか。（　）に適する日本語を補いなさい。 （ ₈点× 2 ）

　ⓐ　電車内では，（　　　　　　　　）り，（　　　　　　　　）りすることができない。
　ⓑ　公園では，（　　　　　　　　　　　　）り，（　　　　　　　　　　　　）りすることができない。

2 文化　由紀（Yuki）は，由紀の家にホームステイする予定のジョン（John）へ E メールを送りました。次の英

文はジョンからの返信メールの内容です。これを読んで，あとの各問いに答えなさい。 〈高知・改〉　（ ₉点× 3 ）

　Hello !　Thank you very much for your e-mail.　My name is John and I’m sixteen years old.　I 

live in Sydney, Australia.　I’m very excited to stay with your family.　This will be my first visit 

to a ＊foreign country.　So I can’t wait to meet all of you.

　I can speak a little Japanese because 
①
私は学校でそれを１１か月勉強してきました .　In our 

Japanese class, there is ＊an event called ‘Japan Day’ every month.　During the event, we enjoy 

cooking Japanese food, making origami, and playing Japanese traditional sports like sumo and 

karate.　Through these experiences, 
②

I have  become interested in Japan.

　In your e-mail, you wrote many things about Kochi.　The famous festival in Kochi sounds 

very fun.　I really want to join ＊the Yosakoi Festival with you.　I want to learn a lot about 

Kochi and your country.　See you soon.

〈注〉　foreign　外国の　　an event called ‘Japan Day’　「日本の日」と呼ばれるイベント

　　　become＜ become（～になる）の過去分詞　　the Yosakoi Festival　よさこい祭り

⑴　下線部①の日本文を英文になおしなさい。数字も英語のつづりで書くこと。

　　 

⑵　ジョンが下線部②のように感じるようになった具体的な経験を 2つ，日本語で書きなさい。
　・（ ）

　・（ ）

＊
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●英文はそれぞれ 2回繰り返して読みます。このページの余白にメモをとってもかまいません。

1 英語による説明を聞いて，答えとして適する絵を選ぶ問題 （10点× 3 ）

 〈高知〉

 〈長崎〉

 〈岐阜〉

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   〈鹿児島〉　（1₄点× 2 ）

⑴　ア　Having a party. イ　Taking a picture.

　　ウ　Looking for a pen.　　　　エ　Buying a T-shirt.

⑵　ア　Lisa. イ　Lisa’s sister.

　　ウ　Lisa’s brother. エ　Lisa’s father.

3 留守番電話のメッセージを聞いて，日本語で答える問題 〈石川〉　（1₄点× 3 ）

由紀さんが書いたメモ

ナンシーからの提案

　・会う時間　⑴ （　　　　　）時ごろ

　・会う場所　⑵ （　　　　　　　　　　　　　　）

連絡先

　・電話番号　⑶ （　　　　　　　　　　　　　　）

 

ア イ ウ エ

⑴　

ア イ ウ

⑵　

ア イ ウ エ

⑶　

Bob John Lucy Bob John Lucy Bob John Lucy

リスニング問題音声TOPページ　https://www.kyo-kai.co.jp/mc/E20/lis-top3E.html

 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。

得点

/100点
リスニング問題⑴

入
試
実
戦
編


