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Listen and Speak!  らくらく英検２級 

    ～ 英語ができる人になる ～ 

 

第 6 回 “Perfect Life and Perfect Tense” －Dedicated to Nelson Mandela  日本語訳  

 

 

 ＊ はじめに ＊ 

 

 この番組は英検でおなじみの、日本英語検定協会がお送りする、すべての『英語ができる人』

になりたい人たちのための番組です。これから英検２級や準２級を目指す人はもちろん、さら

にその上を目指して、本当に『英語ができる人』になりたいというあなたにとって必ず役にた

ちますよ。後半はちょっと難しかったり、大変だったりするかもしれませんが、私、伊藤太と

頼れるパートナーの Gary Scott Fine がしっかり『英語ができる人』になりたいあなたをサポ

ートします。 

 

  はい、この番組はあなたが英検の試験で合格するのに役立つだけではなく、あなたの英語力、

とくに聞く力と話す力を高めるのに役立つことでしょう。しかし、この番組の本当の目的は英

語そのもの以上のものを学びとるお手伝いをすることです。 

 

  私たちはあなたが英語ができるかどうかだけではなく、あなたが英語を使って何ができるかに

興味をもっています。 

 

  

 

 

 

Program Number 6 “Perfect Life and Perfect Tense” －Dedicated to Nelson Mandela 

 

   今回のタイトル “Perfect Life and Perfect Tense” の “Perfect Tense” は「完了時制」という

文法用語です。「現在完了形」は “Present Perfect” と言いますが、have +過去分詞というたっ

た１つの形で過去から現在のことをすべて表しているから “Present Perfect” というわけです。

ちなみに「過去完了形」は “Past Perfect” といい、「現在完了進行形」「過去完了進行形」はそ

れぞれ、 “Present Perfect Progressive” “Past Perfect Progressive” 進行を表す “Progressive” 

をつけます。 

今回はこうした “Perfect Tense” 「完了形」を文法事項の中心として取り上げますが、 先頃

95 歳で亡くなった Nelson Mandela の言葉を引用しながら、“Perfect Life” についても少し考

えてみたいと思います。  
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■Introduction（導入の対話） 

 

G: やあ、フトシ。久しぶりだね。どうだった。 

F: うむ、元気だったよ。でも、少し悲しい気分なんだ。若い頃からずっと尊敬してきた偉大な人

物、ネルソン・マンデラが亡くなってしまったから。 

G: 我々はとても重要な人物を失ってしまった。 

F: そうだね。間違いなく。僕は彼が南アフリカの大統領になった日のことを鮮明に覚えているよ。  

G: 彼は少数派の白人政権によって 27 年間も刑務所の中で過ごすことを余儀なくされたにもかか

わらず、大統領になった後でさえ、一言も白人たちを悪く言わなかったんだよね。そうする代

わりに、彼は黒人、白人に関係なくすべての人々に互いを許し合うこと、そして協力し合うこ

とを訴えたんだ。 

F: 驚嘆に値するよ。もしも僕が彼の立場だったら、彼がしたように僕は行動できなかっただろう。

でも、僕は実際、彼の言葉から多くのことを学んだよ。例えば、「敵と和解したければ、敵と

一緒に働くことだ。そうすれば、相手はパートナーになる」 とか。 

G: そして、彼はユーモアのセンスもよかったんだ。彼はこう言ったんだよ。「私の国では、まず

刑務所に行き、そして大統領になる」ってね。 

F: それはとても面白いね。これを僕らのポッドキャストに応用しようかな。 

G: ううん？ どういう意味だい？ 

F: うむ。「私の国では、まず英検のウェブサイトに行き、そして英語の達人になる」 

G: ははは、また冗談言ってるよ。英検の方は気にってくれるかもしれないけどね。オーケー、フ

トシ、そろそろおしゃべりを止めて、完了時制に焦点を当てながら、役立つ表現を学ぶことに

しようか。その中で、「完全な人生」についても話し合うことにしよう。 

F: いい考えだね。  

G: それじゃあ、今日のエクササイズを始めようか。 

F: よし、それでは… 

G/F: さあ、始めよう！ 

 

 

 

１ Exercise 1  dialogue （対話） 

 

  これから流れる男女の対話を聞いて、後の問いに答えて下さい。これから流れる対話は過去の

英検に出題されたリスニング問題の一つです。実際の問題は、対話を聞いてから適当な選択肢

を選ぶ形式ですが、ここではちょっと頑張って、ゲーリーの質問に自分の言葉を使って英語で

答えてみるようにして下さい。いいですか、もう一度言いますよ。対話を聞いた後、ゲーリー

の質問に自分の言葉で答えて下さいね。二次試験の面接対策にもなりますし、とても役に立ち

ますよ。それでは、始めます。 
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対話を聞いて次の質問に答えなさい。 【2012 年度第 3回 2級第 13 問】 

女性：チャーリー、私ね、よい結婚式場を見つけるのに困ってるのよ。 

男性：本当かい。美術館で結婚式をすることについて考えたことはないのかい、ベス。僕は美

術館での結婚式に２回行ったことあるんだけど、両方ともとてもよかったよ。 

女性：それはいい考えね。でも、私は誰もそうしたって聞いたことがないわ。 

男性：最近とても人気が出て来てるんだよ。今は多くの美術館が結婚式のパッケージサービス

を提供してるよ。 

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

 質問：男性はなぜ女性に対して美術館での結婚式を勧めているのでしょう。 

 

 

それでは、語彙と会話の表現について確認をしましょう。 

 

■語彙と表現を学ぼう 

私の日本語を聞いて、ゲーリーに続いて英語で発音して下さい。 

 

1. ～するのに苦労する、～するのが難しい  have trouble ～ing 

2. ～に行ったことがある    have been to ～ 

3. ～について聞く、～のうわさを聞く  hear of ～ 

4. ～を提供する、申し出る   offer ～   

 

 さて、今日のテーマの “Perfect Tense” 完了時制を使った表現が３つありましたね。全部聞き

取れましたか。それでは、ほんの少しだけ会話の内容に触れてみましょう。まず女性が、 “I’m 

having trouble finding a place to have my wedding.” と言っているのが聞き取れましたか。 

“I’m having trouble”「私は困っている」、 “finding a place” 「場所を見つけるのに」、 “to have 

my wedding”「自分の結婚式を挙げるための」、 “I’m having trouble finding a place to have my 

wedding.”ですね。これに対して男性は、 “art gallery” つまり、美術館での結婚式を勧めてい

るようですが、なぜ勧めているのか、その理由となる部分をしっかり聞き取りましょう。その

上で、主語や語形変化などに気を付けて下さいね。 

 

対話を聞いて次の質問に答えなさい。 【2012 年度第 3回 2級第 13 問】 

女性：チャーリー、私ね、よい結婚式場を見つけるのに困ってるのよ。 

男性：本当かい。美術館で結婚式をすることについて考えたことはないのかい、ベス。僕は美

術館での結婚式に２回行ったことあるんだけど、両方ともとても良かったよ。 

女性：それはいい考えね。でも、私は誰もそうしたって聞いたことがないわ。 

男性：最近とても人気が出て来てるんだよ。今は多くの美術館が結婚式のパッケージサービス

を提供してるよ。 
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次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

 質問：男性はなぜ女性に対して美術館での結婚式を勧めているのでしょう。 

 

 

■模範解答 

 模範解答を聞いて、大事な点を考え、自分の答えと比較して下さい。 

 

模範解答１ 

 Because he has been to two weddings at art galleries, and both were really enjoyable. 

 彼は美術館での結婚式に２回行ったことがあり、両方とても本当に楽しかったから。 

 

模範解答２ 

 Because more than one wedding he attended at an art gallery was really enjoyable. 

 彼が出席した複数の美術館での結婚式は本当に楽しかったから。 

 

 では少し確認しましょう。Why does the man recommend that the woman have her wedding 

at an art gallery? 「男性が女性に美術館で結婚式を挙げるよう勧めるのはなぜですか」という問

いに対して Model 1 は、Because he has been to two weddings at art galleries, and both were 

really enjoyable. と、男性の発言をほぼそのまま引用する形を取っていますが、Model 2 では、

Because more than one wedding he attended at an art gallery was really enjoyable.「彼が出席

した複数の結婚式は本当に楽しかったから」と、表現をより適切な形に変えています。 “more than 

one” は「１より多い」ので「２以上」つまり、「複数の」という意味になること、それから文法

上の主語はone wedding なので、動詞は was となることをスクリプトでも是非確認して下さい。

少し複雑なので、 “Because the two weddings he attended at art galleries were both really 

enjoyable.” でもいいでしょう。 

 

 

２ Exercise 2  passage （文章） 

 

このエクササイズでは、短い文章が読まれた後にゲーリーが１つ質問をしますので、自分が

思ったことを自由に答えて下さい。主語と正しい答え方に注意して、聞かれたことに対してま

っすぐ答えて下さいね。 

 

英文を聞いて次の２つの質問に答えなさい。 【2013 年第 1回 2級第 24 問】 

  昨日、サラは新しい服を買いました。店を出た後、彼女はレシートを見ました。値段が高過

ぎるように思ったので、彼女は店に戻って店員にレシートが間違っていないか尋ねました。店

は彼女が買ったブラウスの１つに対して過大に料金を請求していたのです。サラはレシートを

注意深くチェックしてよかったと思いました。 
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次の質問に自分の言葉で答えなさい。 

質問：あなたはサラが結局のところ安心したと思いますか。理由も答えて下さい。 

 

 

■語彙と表現を学ぼう 

私の日本語を聞いて、ゲーリーに続いて英語で発音して下さい。 

 

1. 衣服、服    clothes 

2. 店員     clerk 

3. 請求する    charge 

4. 女性が着るシャツ、ブラウス  blouse 

 

 それでは、答え方について少しヒントを出しますね。まず、“Do you think ～ ?” という質問

ですから、これには Yes または No で答えましょう。次にその理由を答えるわけですが、第１

に Sarah が checked the receipt carefully したこと、次に、それによって、the store had 

charged her too much に気が付いたこと、それから、おそらくその分を返してもらえたこと、

という３つの事実に触れれば、理由を答えることになるでしょう。是非、今日のテーマの 

“Perfect Tense” 完了時制を使うように頑張って下さいね。ポーズボタンを押してじっくり考え

ていいですから、これらをきちんと組み立てながら、適当に早く話すよりも主語や時制にも注

意して、しっかり確実に話すよう心がけて下さい。 

 

英文を聞いて次の２つの質問に答えなさい。 【2013 年第 1回 2級第 24 問】 

  昨日、サラは新しい服を買いました。店を出た後、彼女はレシートを見ました。値段が高過

ぎるように思ったので、彼女は店に戻って店員にレシートが間違っていないか尋ねました。店

は彼女が買ったブラウスの１つに対して過大に料金を請求していたのです。サラはレシートを

注意深くチェックしてよかったと思いました。 

 

次の質問に自分の言葉で答えなさい。 

質問：あなたはサラが結局のところ安心したと思いますか。理由も答えて下さい。 

 

 

■模範解答 

模範解答を聞いて、自分の答えと比べて下さい。 

質問：あなたはサラが結局のところ安心したと思いますか。理由も答えて下さい。 

 

模範解答 

 Yes, I do, because by checking the receipt carefully, she found that the shop had charged her 

too much. She was probably able to get back the excess money she had paid. 
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 はい、そう思います。彼女はレシートをチェックすることで店が過大に請求したことに気が付

いたからです。おそらく彼女は支払った余分なお金を返してもらうことができたのでしょう。 

 

 さあ、どうでしたか。皆さんはどうしても早く答えようとして、焦ってしまうことがあると思

うのですが、スピードは慣れとともに必ずついて来ますから、まずは速く話すよりもしっかり確

実に話す練習をしてみましょう。これも「英語ができる人」になる大切なポイントの１つです。 

 

速く話す必要はありません。その代わり、確実にそして自信を持って話して下さい。   

 

 

■英文を使った反復練習 

さあ、ここからは、放送された英文について Repetition Drill を行います。repetition は反復

でしたね。ポーズの間にゲーリーの英語をできるだけそっくりに真似してみましょう。単語の

発音だけでなく、イントネーションや雰囲気も真似して下さいね。 

 

1) 反復練習 

それぞれにポーズの間に反復して下さい。何度も繰り返して練習して下さいね。そうすれば、き

っともっと上手くできるようになりますよ。 

準備はいいですか。それでは、始めます。  

 

Yesterday, Sarah bought some new clothes. // 

After she left the store, / 

she looked at the receipt. // 

She thought that the price seemed too high, / 

so she went back in / 

and asked the clerk if the receipt was correct. // 

The store had charged her too much / 

for one of the blouses she bought. // 

Sarah was glad / 

she checked the receipt carefully. // 

 

どうでしたか。上手に真似ができると楽しいですね。さあ、次は「英語ができる人」は必ずと

言っていいほど練習するシャドウイングにいきます。私が実際、少しシャドウイングのお手本

を示しますね。ゲーリーの後に続いてシャドウイング、つまり、ゲーリーの言葉の影を追うよ

うな形で、聞きながらゲーリーの言葉を真似していきます。 
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2) シャドーイング練習 1 

聞きながら、それぞれのパートごとにシャドーイングして下さい。 

(G → F) 

Yesterday, Sarah bought some new clothes. // 

After she left the store, / 

she looked at the receipt. // 

She thought that the price seemed too high, / 

so she went back in / 

and asked the clerk if the receipt was correct. // 

The store had charged her too much / 

for one of the blouses she bought. // 

Sarah was glad / 

she checked the receipt carefully. // 

 

要領はつかめましたね。次は実際に自分で shadowing にチャレンジして下さい。shadowing

は自分で speaking をするという負荷をかけながら listening をするので、筋トレと同じように「耳

トレ」になります。必ず listening の能力が向上しますので、できるまで何度でも繰り返して下さ

い。 

聞く音声の方を大きくして、自分の声はあまり聞こえないようにすると一層効果が上がります

よ。 

 

2) シャドーイング練習 1 

聞きながら、それぞれのパートごとにシャドーイングして下さい。 

準備はいいですか。それでは、始めます。 

 

Yesterday, Sarah bought some new clothes. // 

After she left the store, / 

she looked at the receipt. // 

She thought that the price seemed too high, / 

so she went back in / 

and asked the clerk if the receipt was correct. // 

The store had charged her too much / 

for one of the blouses she bought. // 

Sarah was glad / 

She checked the receipt carefully. // 

 

どうですか。できるようになるとすごく楽しいし、やりがいがあるでしょう。次はセンテン

スの途中に区切りはありませんよ。各センテンスの間も短いですから、一気にパッセージ全体
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をシャドウイングできるように頑張ってくださいね。できたらとても達成感が得られますよ。 

 

3) シャドーイング練習 2 

センテンスの全体を最初から最後までシャドーイングして下さい。何度も練習して下さいね。き

っと達成感が味わえるはずです。 

準備はいいですか。それでは始めます。 

 

Yesterday, Sarah bought some new clothes. // 

After she left the store, she looked at the receipt. // 

She thought that the price seemed too high, so she went back in and asked the clerk if the 

receipt was correct. // 

The store had charged her too much for one of the blouses she bought. // 

Sarah was glad she checked the receipt carefully. // 

 

 

 

３ Challenge  passage & opinion （文と意見） 

 

さて、いよいよ最後のエクササイズ、チャレンジのコーナーです。ここからは一気に英語だけ

で進めて行きますから、しっかり集中してくださいね。 

 

次の英文を聞いて、ゲーリーの質問に答えて下さい。【2013 年第 2回 準 2級 第 28 問】 

オリバーは昨年、仕事を引退しました。それ以来、彼は自分の町でずっとボランティア活動を

しています。彼は他の国々から訪れた人々の観光案内をしています。彼はそうした旅行者の人々

を興味深い建物に連れて行ったり、建物の歴史について伝えたりしています。オリバーは人々

と出会い、町を案内して楽しんでいます。 

 

さて、これからゲーリーがこの文について幾つか重要な点を挙げ、そして質問をします。その質

問に答えてください。できるだけ上手く自分の意見を表現できるようにして下さい。 

 

この文章によると、オリバーという名前の仕事を引退した男性はずっとボランティア活動を

行っています。彼は引退後も人生を十分かつ活動的に楽しんでいるようです。そうした意味で

は、もしかしたら彼の人生を「完全な人生」と呼ぶことも可能かもしれません。しかし、一つ

質問があります。彼は何歳で引退したと思いますか。このことについて考えてみましょう。日

本の大抵の会社は雇用者を 60 歳で強制的に退職させる定年退職制度を採用しています。一方、

米国では定年退職制度は年齢による差別であるとみなされるため一般的には違法です。しかし、

日本では多くの雇用者が多額の退職金を受け取る一方で、米国の労働者には一般にそうした恩

恵はありません。 
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さあ、あなたはどう思いますか。 日本型のやり方とアメリカ型のどちらがよいと思いますか。

つまり、退職金とともに 60 歳で退職させられる方か、それとも好きなだけ働き続けることがで

きるけれど退職金がまったくない方か、どちらがよいと思いますか。あなたの答えを説明して

下さい。 

 

■模範解答 

さあ、フトシの言うことに耳を傾けてみましょう。彼が模範解答を提示します。よく聞いて自分

の答えと比べて下さい。 

 

 私はアメリカ型の方がよいと思います。第一に、法的観点から見て、年齢を理由に退職させる

のは平等の原則に反する可能性があります。第二に、一個人としては、私は自分がいつ引退する

かやどのくらい長く働き続けるかを他人に決められたくありません。さらに、社会的視点から見

ると、年長者の労働者数が増加すれば、それは幾つかの利点をもたらすことになるでしょう。働

き続ける人々は自身の健康により気を付ける傾向があります。これにより、健康を維持できる人

の数も増えることになるかもしれません。また、所得税を払い続けたり国の健康保険に対する支

出を減らしたりすることで、より多くの年長者が国の財政問題に貢献できることになります。従

って、私はアメリカ型の方が日本型よりも優れていると思います。 

 

どうでしたか。フトシの言ったことは聞き取れましたか。彼の主張の要点は分かりましたか。オ

ーケー、それでは、彼がたった今言ったことを説明しますから、よく聞いてください。 

 

 はい、ゲーリーは、オリバーという男性が現役を引退して仕事を辞めた後もボランティアと

してずっと活動を続けており、人生を十分に楽しんでいるようだと説明した上で、 “At what 

age do you suppose Oliver retired?” とやや唐突とも思える質問をしましたね。虚を突かれた

ように感じた人もいるかもしれません。その上で、ゲーリーは定年制度と退職金制度における

日米の違いを説明し、60 歳で一律に退職して退職金を受け取る日本型のやり方と、定年退職の

制度はないけれど退職金もないというアメリカ型のやり方のどちらがよいかという、やや難し

いテーマを投げかけました。 

これに対して、私はアメリカ型の方がよいと主張を表明した上で、異なる３つの観点、つま

り “three different angles” から根拠を提示したのが分かりましたか。第一の “angle” は法律

的・道徳的視点、第二は個人的視点、そして第三は社会的視点です。こうして視野や視点を広

げる、つまり “wide range of scope” から意見を述べると説得力が増す、ということに注目し

て下さい。 

これは「英語ができる人」になる上でとても役に立つ方法ですから、是非、英検のウェブサ

イトからスクリプトをダウンロードして確認して下さいね。 

 

さあ、フトシの話をもう一度聞いてみましょう。よく注意して聞き、彼の意見の表現方法に注目

して下さい。 
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 私はアメリカ型の方がよいと思います。第一に、法的観点から見て、年齢を理由に退職させる

のは平等の原則に反する可能性があります。第二に、一個人としては、私は自分がいつ引退する

かやどのくらい長く働き続けるかを他人に決められたくありません。さらに、社会的視点から見

ると、年長者の労働者数が増加すれば、それは幾つかの利点をもたらすことになるでしょう。働

き続ける人々は自身の健康により気を付ける傾向があります。これにより、健康を維持できる人

の数も増えることになるかもしれません。また、所得税と払い続けたり国の健康保険に対する支

出を減らしたりすることで、より多くの年長者が国の財政問題に貢献できることになります。従

って、私はアメリカ型の方が日本型よりも優れていると思います。 

 

 

■結びの対話 

G: フトシ、君は今回、「視野」を広げる方法を使ったよね。第３回のポッドキャストで詳しく説

明してくれたやつ。実際、この方法は君の意見をより説得力のあるものに役立ってると思うよ。 

F: そうだね。ありがとう、ゲーリー。この方法は君の研究テーマの一つ、「ドラマを通じた第二

言語取得」に関連があるかもしれないね。  

G: ううむ。確かに。映画やテレビではカメラの一を変えることでストーリーに関して視聴者に異

なる見方や視点を与えることができるんだ。例えば、もし主人公の視点に立ってショットを取

れば、視聴者に主人公とのより強い共感を与えることになるかもしれない。一方で、もし数人

の登場人物と場面を共有するようにアングルを変えれば、視聴者は観察者としてより客観的に

その場面を解釈するかもしれない。  

F: ううむ、それは面白いね。ところで、君はマンデラ氏は完全な人生を送ったと思うかい。  

G: それはよい質問だね、フトシ。僕は彼が完全な人生を送ったかどうかも彼が完全な人間かどう

かも言うことはできないと思うけど、だけど、一つだけ確かに言えることがある。それは、彼

は世界を変えたってことさ。そして、彼の言葉から僕らはそうするだけの力をどうやって身に

付けたかを想像できると思う。「物事はいつも不可能に思える。やり終えるまでは」ってね。  

   

さあ、今回のレッスンはどうでしたか。後半は少し難しかったかもしれませんね。是非、英検

のウェブサイトからスクリプトをダウンロードして復習して下さい。それから何度も聞き直して、

自分でも話せるように練習してみてくださいね。Repetition や Shadowing だけでなく、話す

内容の構成を組み立てること、そして相手に伝えること、こうしたトレーニングを続ければ、あ

なたも必ず「英語ができる人」になります。ところで今回、第 6 回目のタイトルは “Perfect Life 

and Perfect Tense” でしたが、エクササイズの中では様々な「完了時制」の文が出て来ましたね。

今日の話題との関連を考えながら、是非、実際に自分の「持ちネタを増やすような感覚」で、楽

しみながら「使える表現」を身に付けて下さいね。それから、ゲーリーと私の会話を友だちと一

緒に真似してみるのも、「生きた英会話」の楽しい練習になるかもしれませんよ。 

 

それでは… 

また次回お会いしましょう！ 


