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❷　Have you ever seen the Paralympic Games? あなたはこれまでにパラリンピックを見たことがありますか。

　　─ Yes, I have. /  ─ はい，あります。／

　　　　 No, I have not.  I have never seen them. 　　 いいえ，ありません。私は一度も見たことがありません。

・現在完了形の疑問文はhave［has］を主語の前に出し，〈Have［Has］＋主語＋過去分詞 ...?〉で表す。答えるときはhave［has］を使う。
・ 「…したことがありますか」と経験をたずねる文ではever「これまでに」がよく使われる。〈Have［Has］＋主語＋ever＋過去分詞

...?〉の語順。
・〈How many times have［has］＋主語＋過去分詞 ...?〉で「～は何回…したことがありますか」という意味になる。

　
1  基本文 ❷  （　　）内から適する語を選んで， で囲みなさい。　
　⑴　（ Do, Have, Are ） you ever climbed Mt. Fuji? ─ Yes, I （ do, have, am ）.
　⑵　（ Does, Has, Is ） Meg ever tried sushi? ─ No, she （ does, has, is ） not.

2  基本文 ❷  次の文を（　　）内の指示にしたがって書きかえなさい。　
　⑴　They have visited Sydney.　（everを使って疑問文にして，Yesで答える）
　　　  ─  

　⑵　I have seen a kiwi bird before.　（neverを使って否定文に）
　　　 

3  基本文 ❷  次の日本文にあう英文になるように， に適する語を書きなさい。
　⑴　あなたはこれまでにバイオリンを弾いたことがありますか。 ─ いいえ，ありません。　　
　　　  you ever   the violin? ─  , I  .

　⑵　あなたは今までに沖縄に行ったことがありますか。 ─ はい，あります。　　　
　　　  you     to Okinawa? 

　　　─  , I  .

　⑶　私はこの果物を一度も食べたことがありません。　　
　　　    eaten this fruit.

　⑷　エミはこの店で何回もアイスクリームを買ったことがあります。　　
　　　Emi   bought ice cream in this shop    .

　⑸　あなたは何回琵琶湖を訪れたことがありますか。
　　　        you visited Lake Biwa?

4  基本文 ❷  次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語（句）を並べかえなさい。
　⑴　あなたはこれまでに東京タワーを見たことがありますか。　（ seen / Tokyo Tower / have / ever / you ）?
　　　 

　⑵　私はそのバンドのことを聞いたことがありません。　（ the band / of / I’ve / heard / never ）.
　　　 

　⑶　あなたのお姉さんは海外に行ったことがありますか。　（ abroad / been / has / your / sister / ever ）?
　　　 

　⑷　トムは何回日本に来たことがありますか。　（ Japan / to / come / times / many / how / has / Tom ）?
　　　 

New!

Unit 1  Sports for Everyone ⑵教科書 P.10～11 Scene 2

現在完了形・疑問文（経験用法）
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新出単語 つづりをおぼえる 　　

①　インターネット　 　　②　試合，競技  　　③　今まで，かつて  

④　beの過去分詞  　　⑤　I haveの短縮形　 　　⑥　have notの短縮形  

新出単語 意味をおさえる 　　

⑦　athlete  　　⑧　the Paralympic Games　 

1  重要表現  次の日本文にあう英文になるように， に適する語を書きなさい。
　⑴　私はときどきテレビでラグビーの試合を見ます。
　　　I sometimes watch rugby     TV.　　
　⑵　私はインターネットで彼らを調査しようと思います。　　
　　　I’ll   them     the internet.

　⑶　彼女は日本で最高の歌手の 1人です。　　
　　　She’s one   the     in Japan.

　⑷　私はこの俳優の大ファンです。　I’m a big     this actor.

　⑸　あなたは北海道に行ったことがありますか。　　
　　　  you     Hokkaido?

2  教科書本文の理解  次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。

　⑴　①の（　　）に最も適する語を次の〔　　〕内から選び，適する形にかえて書きなさい。
　　　〔　play,　watch,　try,　look　〕  

　⑵　②，③の（　　）に適する 1語をそれぞれ書きなさい。 ② 　③ 

　⑶　対話の流れにあうように，下線部④の（　　）内の語を並べかえて全文を書きなさい。
　　　 

　⑷　次の英文が本文の内容にあっていれば○を，あっていなければ×を書きなさい。
　　ⓐ　Josh has been to Paralympic events many times. 〔　　　〕
　　ⓑ　Josh likes Kunieda Shingo very much.  〔　　　〕

3  英作文  次の日本文の意味を英文で表しなさい。
　⑴　あなたは琵琶湖を見たことがありますか。　 

　⑵　（⑴に対して） いいえ，ありません。　　　  

次の質問に自分自身の立場で答えましょう。　
　⑴　Have you ever been to another country?　 

　⑵　（⑴について） Yes.の場合：Which country have you visited?　　
　　　　　　　　　 No.の場合 ：Which country would you like to visit?　　
　　　 

Asami :　Have you been to a Paralympic event?

 Josh : No, I haven’t, but I’ve （　①　） lots of wheelchair tennis matches （　②　） TV.

  I’m a big fan of Kunieda Shingo.　
Asami :　（　③　） Kunieda Shingo?

 Josh : He’s a great athlete.

  
④

He’s one （ players / of / best / the / wheelchair / tennis ） in the world.

教科書 P.10

教科書 P.10～11 の確認

kogaku
長方形
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1  次の日本文にあう英文になるように， に適する語を書きなさい。　 ➡基本文❶❷❸❹

　⑴　私はこの鳥を一度見たことがあります。　I     this bird  .

　⑵　彼女は一度もテニスをしたことがありません。
　　　She       tennis.

　⑶　あなたはこれまでに富士山にのぼったことがありますか。 ─ はい，あります。
　　　  you     Mt. Fuji? 

　　　─  , I  .

　⑷　彼の歌を聞くと私は幸せになります。　
　　　Listening to his song      .

　⑸　コーチが私たちに毎朝練習しなければならないと言いました。
　　　Our coach       we have to practice every morning.

2  次の文を（　　）内の指示にしたがって書きかえなさい。　 ➡基本文❶❷❹

　⑴　Ms. White tried making sushi yesterday.　（下線部をonceにかえて現在完了形の文に）
　　　 

　⑵　They have lived in London before.　（疑問文にして，Noで答える）
　　　  ─  

　⑶　This video shows that art is great.　（usを適切な位置に入れて）
　　　 

3  次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語を並べかえなさい。ただし，不要な語が 1語ずつあります。
　⑴　私は何回も野球をしたことがあります。　（ played / often / times / I’ve / many / baseball ）. ＊ 1語不要 ➡❶

　　　 

　⑵　ユミは外国に行ったことがありません。 ➡❶

　　　（ abroad / been / to / has / never / Yumi ）.　＊ 1語不要
　　　 

　⑶　あなたはこれまでにたこ焼きを食べてみたことがありますか。 ➡❷

　　　（ did / you / ever / takoyaki / tried / have ）?　＊ 1語不要
　　　 

　⑷　あまりにも情報が多いと私たちは疲れます。 ➡❸

　　　（ information / makes / tired / gives / us / much / too ）.　＊ 1語不要
　　　 

　⑸　私の母はよく，テレビの見すぎだと私に言います。 ➡❹

　　　My （ often / that / TV / watching / says / mother / I’m / tells / me ） too much.　＊ 1語不要
　　　 

4  次の日本文の意味を英文で表しなさい。
　⑴　私はテレビで何回かすもうを見たことがあります。 ➡❶

　　　 

　⑵　あなたはこれまでに京都に行ったことがありますか。 ➡❷

　　　 

　⑶　彼のパフォーマンスは人々をわくわくさせます。 ➡❸

　　　 

　⑷　その本は，英語を勉強することは重要だと私たちに伝えています。 ➡❹

　　　 

練習問題 Unit 1  基本文
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1  単語  日本語を英語にしなさい。
　⑴　意見，考え   ⑵　…を支援する，応援する  

　⑶　事実，現実   ⑷　…だと思う，信じる  

　⑸　…を増やす，増大させる   ⑹　今まで，かつて  

　⑺　…を設立する   ⑻　試合，競技  

　⑼　頭脳   ⑽　幅の広い  

　⑾　研究者   ⑿　中国語  

　⒀　下に，下記に［の］   ⒁　上に，上記に［の］  

　⒂　当てはまる   ⒃　有名な  

　⒄　どこかに［で，へ］   ⒅　パラリンピック競技の  

　⒆　勝者，受賞者   ⒇　肯定の，前向きな  

　21　驚くべき   22　…をびっくりさせる  

　23　心地よくない   24　スピード，速度  

　25　可能な，できる   26　インターネット  

　27　使用［利用］者   28　選手権，優勝  

　29　…を満足させる   30　ふつうの  

2  単語  次の動詞の過去分詞を書きなさい。
　⑴　satisfy   ⑵　hear  

　⑶　be   ⑷　speak  

3  重要表現  次の英文がなりたつように， に適する語を右の  から選んで書きなさい。　
　⑴　This rule applies   many sports.

　⑵　Everyone was amazed   her great performance.

　⑶　The young chef can make a variety   dishes.

　⑷　The company is satisfied   their new product.

4  重要表現  次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語（句）を並べかえなさい。ただし，不要な語が 1語
ずつあります。

　⑴　インターネットでそれを調査しましょう。　（ it / on / by / internet / the / let’s / check / out ）.　＊ 1語不要
　　　 

　⑵　この橋は100年前に建設されたといわれています。
　　　（ that / was / says / bridge / is / it / said / this / built ） 100 years ago.　＊ 1語不要
　　　 

　⑶　ますます多くの人々がテクノロジーに興味があります。
　　　（ people / more / in / interested / more / are / and / or ） technology.　＊ 1語不要
　　　 

　⑷　その音楽家はさまざまな歌を作ることができます。
　　　The （ can / various / songs / variety / write / musician / of / a ）.　＊ 1語不要
　　　 

　⑸　アメリカ合衆国は世界で 3番めに面積の大きい国です。
　　　The United States （ in / is / the world / large / country / third / the / largest ）.　＊ 1語不要
　　　 

to　　with　　at　　of

練習問題 Unit 0, 1  教科書内容の確認
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1 　次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 〈4点×6〉

朝美が車いすテニス選手について話しています。　　
　One example is Kunieda Shingo.  He has ①（win） many world championships.  I watched some 

videos of his ②（match）.  I was amazed at his power and speed.  However, Mr. Kunieda says, 

“Sometimes people say playing tennis in a wheelchair is amazing.  
③

It makes me uncomfortable.  

We’re playing tennis just like other people.”
　Another well-known player is Kamiji Yui.  She became the youngest Grand Slam winner in 

2014.  She once said, “I want to keep ④（smile） when I play.  Smiles keep me positive.”  Her 

smiles keep us positive, too.　　
　These two players remind us of the power of sports.  Everyone can enjoy sports, and 

⑤
playing 

and （ happy / watching / makes / them / people ） and positive.

　⑴　①，②，④の（　　）内の語を適する形にかえて書きなさい。
　⑵　下線部③が指す内容を日本語で説明しなさい。
　⑶　下線部⑤の英文がなりたつように，（　　）内の語を並べかえて全文を書きなさい。
　⑷　本文の内容にあわないものを次のア～エから 1つ選び，記号で答えなさい。
　　　ア　Asami thinks that Kunieda Shingo’s speed is amazing.

　　　イ　Kamiji Yui is famous as a wheelchair tennis player, but Kunieda Shingo is not.

　　　ウ　Kamiji Yui’s smiles keep people and herself positive.

　　　エ　Kunieda Shingo and Kamiji Yui show that sports have power.

2 　次の日本文にあう英文になるように， に適する語を書きなさい。　 〈3点×6〉

　⑴　その俳優はイギリス出身だといわれています。 It     that the actor is from the U.K.

　⑵　あなたは何回東京に行ったことがありますか。 How many     you been to Tokyo?

　⑶　ますます多くの人々が自転車で移動しています。　  and   people are traveling by bike.

　⑷　長時間ピアノの練習をして私は疲れました。 Practicing the piano for many hours     tired.

　⑸　彼女の努力はどんなことでも可能だということを私たちに示しています。
　　　Her efforts show   that   is possible.

　⑹　英語を第 1言語として使用する人の数は 3番めに多いです。
　　　English is used as a first language   the   greatest number of people.

／100点
必修定期テスト予想問題

Unit0, 1 教科書 P.4～16

2 ⑴ ⑵

1 ⑴ ① ② ④

⑷

⑶ ⑷

⑸ ⑹

⑵

⑶

kogaku
長方形
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3 　次の英文がなりたつように， に適する語を右の  から選んで書きなさい。 〈3点×6〉

　⑴　Students are satisfied   the new gym.

　⑵　People were amazed   the speed of the car.

　⑶　Her new song is beautiful. ─ Really?  I’ll check it  .

　⑷　Meg has decided   study Chinese.

　⑸　You can eat a variety   pizza at that restaurant.

　⑹　What kinds of movies are you interested  ?

4 　次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語（句）を並べかえなさい。 〈4点×3〉

　⑴　あなたはインターネットでチケットを買ったことがありますか。
　　　（ the / a ticket / bought / you / have / ever / internet / on ）?
　⑵　こちらの人々が部屋をきれいに保ってくれます。
　　　（ rooms / keep / people / these / clean ）.
　⑶　その映像はAIが多くの人を助けると世界に示しています。
　　　The video （ that / will / people / help / many / the world / shows / AI ）.

5 　次の日本文の意味を英文で表しなさい。 〈4点×5〉

　⑴　英語は多くの国で話されています。
　⑵　私は一度もラグビーをプレーしたことがありません。
　⑶　ケンは何度もテレビでその映画を見たことがあります。
　⑷　この物語はその町を有名にしました。
　⑸　私の父は数学を一生懸命勉強するべきだと私に言います。

6 　次の場面では英語でどのように言うか，書きなさい。 〈4点×2〉

　⑴　相手の人に沖縄に行ったことがあるかをたずねたいとき。
　⑵　自分はパラリンピックスポーツを見たことがないことを伝えたいとき。

out　 in　 to

with　　at　　of

5 ⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

6 ⑴

⑵

4 ⑴

⑵

⑶

3 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷

⑸ ⑹
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1 　 知識  次の英文がなりたつように，（　　）内の語を適する形にかえて書きなさい。 〈2点×8〉

　⑴　I’ve never （see） such a beautiful bird.

　⑵　How many languages are （speak） in your country?

　⑶　There were （few） than twenty people at the theater.

　⑷　A movie company was （establish） by some Japanese men.

　⑸　Their new bikes were lighter and （sporty）.
　⑹　The rackets are like part of their （body）.
　⑺　This fact shows （we） that we must take care of our planet.

　⑻　It is （say） that Egyptians started to keep cats more than 3,000 years ago.

2 　 知識  次の英文がなりたつように， に適する語を右の  から選んで書きなさい。ただし，同じ語は 1
回しか使えません。 〈3点×6〉

　⑴　This is a   Japanese song.  Children learn it in music class at school.

　⑵　My friend says that a famous singer lives   around here.

　⑶　I felt   in the bed because it was too soft for me.

　⑷　He believes that technology makes sports   for everyone.

　⑸　I try to keep myself   by doing my best.

　⑹　Read the article and some comments  .

3 　 知識  次の各組の英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。 〈4点×4〉

　
⑴
　Their delicious food satisfies customers.

　　　Customers       their delicious food.

　
⑵
　I feel sad when I hear his music.

　　　His music      .

　
⑶
　The natural beauty in Alaska amazed many people.

　　　Many people       the natural beauty in Alaska.

　
⑷
　Ted said to me, “Money is not important.”

　　　Ted       money was not important.

well-known

positive

possible

uncomfortable

below

somewhere

／100点
完成定期テスト予想問題

Unit0, 1 教科書 P.4～16

2 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷

⑸ ⑹

3 ⑴

⑵

⑶

⑷

1 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷

⑸ ⑹ ⑺ ⑻
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4 　 技能  次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語を並べかえなさい。ただし，不要な語が 1語ずつあ
ります。 〈4点×4〉

　⑴　リサは 2回納豆を食べたことがあります。　（ times / Lisa / twice / eaten / has / natto ）.　＊ 1語不要
　⑵　宿題が多すぎて彼は忙しいです。　（ he’s / busy / much / makes / him / too / homework ）.　＊ 1語不要
　⑶　彼らは一度も外国に行ったことがありません。　（ have / been / to / abroad / never / they ）.　＊ 1語不要
　⑷　リー先生は，インターネットで調査しなければならないと私たちに言いました。
　　　Mr. Lee （ we / research / said / that / us / on / to / had / told ） the internet.　＊ 1語不要

5 　 思考力  ナミがスピーチをしています。次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 〈4点×6〉

　Last Sunday, I went to a festival in Aoba Park.  It’s held there every spring.  I always look forward 

to 
①

it.  Many musicians and performers show their performances on the stage.  There are also a 

lot of food and drinks at the event.  Last year I went to the festival with my sister and we ate a lot.

　This year, there was a dance contest.  One of my friends, Mayu, danced in the contest.  Her 

performance was amazing.  I didn’t know that she can dance so well.  She didn’t look nervous on 

the stage.  She was always smiling.  
②

She was （ that / loves / showing / really / everyone / she / 

dancing ）.  She didn’t win the contest, but she looked very happy.

　⑴　下線部①が指す内容を日本語で具体的に説明しなさい。
　⑵ 　下線部②が「彼女はおどるのが本当に大好きだということをみんなに示していました」という意味になるように，
（　　）内の語を並べかえて全文を書きなさい。

　⑶　次の英文が本文の内容にあっていれば○を，あっていなければ×を書きなさい。
　　ⓐ　Nami has been to the festival in Aoba Park before.

　　ⓑ　Nami was amazed at Mayu’s dance performance at the event.

　　ⓒ　Nami thought that dancing in front of people made Mayu nervous.

　　ⓓ　Mayu was happy because she won the contest.

6 　 表現力  次の質問に，自分自身の立場で英語で答えなさい。　 〈5点×2〉

　⑴　Have you ever tried skiing?

　⑵　If your answer is “Yes,” how many times have you skied? 

　　　If your answer is “No,” what sport have you tried before?

4 ⑴

⑵

⑶

⑷

5 ⑴

⑵

6 ⑴

⑵

⑶ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ
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ディクテーション 英語を聞いて書き取りましょう。　
1  単語  

　⑴　 　　⑵　 　　⑶　 　　⑷　 

2  基本文  　
　⑴　I     this animal many  .

　⑵　      to a foreign country.

　⑶　      played shogi?

　⑷　The new school year      .

　⑸　These athletes       sports are fun.

3  重要表現  　
　⑴　        women live longer than men.

　⑵ 　He believes that universal design will help       

people in need.

リスニング問題 問題を解きましょう。
4  これから，⑴，⑵の短い英語の対話を放送します。対話の内容にあう絵を，それぞれ下のア～ウの中から 1つず
つ選び，記号で答えなさい。対話はそれぞれ 2回ずつ読みます。

　⑴　　

 〔　　　〕
　⑵　　

 〔　　　〕

5  これから，⑴～⑶の短い対話を放送します。その最後の発言への受け答えとして最も適切なものをア～ウの中か
ら 1つずつ選び，記号で答えなさい。対話は 2回ずつ読みます。

　⑴　ア　No.  I don’t like shopping.

　　　イ　No.  But I’m going there next month.

　　　ウ　No.  I’ve never seen them. 〔　　　〕
　⑵　ア　I’ve seen one in another zoo.

　　　イ　I’ll be free this Sunday.

　　　ウ　I saw you on my way to the zoo. 〔　　　〕
　⑶　ア　Really?  I’ve never heard of him.

　　　イ　I see.  That will keep him busy.

　　　ウ　That’s too bad.  I hope he’ll get well soon. 〔　　　〕

ア イ ウ

ア イ ウ

リスニング

二次元コードを読み取り，音声を再生してください。

〈動作環境〉 GoogleChrome／Safari（Mac）インターネットに接続できる環境が必要です。Wi-Fiでの使用をおすすめします。

Unit 1
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1  次の動詞の過去形と過去分詞を書きなさい。
　  過去形  過去分詞   過去形  過去分詞
　⑴　love  　  ⑵　hear  　 

　⑶　speak　 　  ⑷　see  　 

　⑸　take  　  ⑹　know  　 

2  次の英文がなりたつように，（　　）内の動詞を適する形（ 1語）にかえて に書きなさい。かえる必要がない場
合はそのまま書きなさい。　

　⑴　Are you   a computer now?　（use）　　
　⑵　I hope the weather will   nice this weekend.　（be）　　
　⑶　I   this bag for a trip yesterday.　（buy）　　
　⑷　I have   cricket on TV once.　（watch）　　
　⑸　I’m looking forward to   in the sea tomorrow.　（swim）　　
　⑹　  for two hours made me tired.　（run）　　
　⑺　I decided to   the piano.　（learn）　　
　⑻　This tree can be   around the country.　（find）　　
　⑼　There   many young people at the event yesterday.　（be）　　
　⑽　Jack’s hobby is   foreign coins.　（collect）　　
　⑾　Kenta likes fishing.  He often   fishing in the lake.　（go）　　
　⑿　How many languages are   in the world?　（speak）　　
　⒀　How many languages are   in the world?　（disappear）　　

3  次の対話がなりたつように，（　　）内の動詞を必要に応じて適する形にかえて に書きなさい。ただし，1語
とは限りません。　
　⑴ A :　Did you finish   your homework?　（do）
　　　B :　Yes.  I   it this morning.　（do）
　⑵ A :　Have you ever   Japanese movies?　（see）
　　　B :　 Yes, many times.  It is fun   Japanese culture from the movies.　（learn）
　⑶ A :　What’s your dream?

　　　B :　 My dream is to   a tennis player.　I   all the matches last 

year.　（ be / win ）
　⑷ A :　I decided   abroad.　（study）
　　　B :　Really?  Which country will you   to?　（go）
　　 A :　Australia.  I’ve never   outside Japan, so I’m excited.　（be）

4  次の日本文の意味を英文で表しなさい。
　⑴　この写真は私のおばによって撮られました。　　 

　⑵　私は一度もカレーを作ったことがありません。　 

　⑶　あなたは何回イタリアに行ったことがありますか。
　　　 

　⑷　この公園ではどんな種類のイベントが行われますか。
　　　 

文法トレーニング 動詞の変化形




