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Warming up 
1 I (④lived) in Australia for 3 years with my parents when I was a child. 

私は子供の頃、両親と 3年間オーストラリアに住んでいました。 

解説 when / was から、時制は過去。過去の一定期間内の出来事なので、過去形を用いる。when I was a child「子供の時」を

twenty years agoなどの具体的な数字に変えて考えてみれば、理解しやすい。I lived in Australia for 3 years with my parents 

twenty years ago. 注意 for…［期間］につられて完了形にしないこと。 

2 She (①had lived) in Osaka for twenty years before she moved to Kyoto 

last month. 
彼女は先月京都に引っ越す前に 20年間大阪に住んでいました。 

解説 before / movedから、過去の一時点が軸。過去までの for …［期間］なので、過去完了を用いる。 

3 Since we (③have lived) here for two years, we know the local people. 
私たちはここ 2年間住んでいたので、私たちは地元の人々を知っています。 

解説主節 knowから現在が軸。現在までの for …［期間］なので、現在完了を用いる。 

4 He (②died) several years ago. 
彼は数年前に亡くなりました。 

解説 die「死ぬ」［瞬間動詞］several years ago［過去の一時点］過去の地点の瞬間の動作なので dieの過去形を用いる。 

5 Their only son (④has been dead) for the past three years.    

彼らの一人息子は、過去 3年間死んでいる。➡彼らの一人息子は 3年前に死んだ。 

解説 die「死ぬ」［瞬間動詞］for …［期間］から dieは使えない。「死んでいる」状態を表す be deadを現在完了形にする。 

6 She (③will have been married) for six years on June 10 this year. 
彼女は今年 6月 10日で 6年間結婚することになる。➡彼女は今年 6月 10日で結婚して 6年になる。 

解説 marry「…と結婚する」［瞬間動詞］be married「結婚している」［状態］get married「結婚する」［動作］。for …［期間］

から瞬間ではなく状態を表す be marriedを未来完了形にする。 

7 She’s alive! She (②was drowning) but her father saved her. 
彼女は生きている！ 彼女は溺死しかけたが、彼女の父親が彼女を助けました。 

解説 savedから、「彼女はまだ生きている」ことがわかる。drwon「溺死する」［瞬間動詞］瞬間動詞の進行形は［移行］［近未来］

を表す。「溺死に向かっている」。瞬間動詞の完了形は［完了］［完了・結果］を表す。drowned「(過去の一時点で)溺死した」have 

drowned「溺死した(ところだ)」 

8 “How (④soon) will the concert begin? I’d like to get something to drink.” 

“Well, if my watch is right, it should start in less than ten minutes.” 
“コンサートはどのくらいで（すぐに）始まりますか？ 何か飲みたいのですが」「まあ、私の時計が正しければ、10分以内に開始

するはずです」 

解説 begin［瞬間動詞］how longが［期間］を問うのに対して、how soon「あとどれくらいで」は［時の一点］を問う。瞬間動

詞は、原則として［期間］や［継続］を表す副詞句と併用できない。 

9 We will have finished our meal (④by the time) he comes back.  

私たちは彼が帰って来るまでに食事を終えているでしょう。  

解説 finish［瞬間動詞］by the time「…までには」［期限］。瞬間動詞は、原則として［期間］や［継続］を表す副詞句と併用で

きない。 

10 You must wait here (④until) 9 o’clock. 
私はここで 9時まで待たなければなりません。 

解説 wait［継続動詞］until［継続］継続動詞は、原則として［期限］を表す副詞句と併用できない。 
 

SUPER BASIC〈中学英語の総復習〉 
※改題あり 

1 空所補充問題  

1 ［基本時制］ 

1 Yumi often (②washes) the dishes when her mother is busy.  

彼女の母親が忙しいときに、ゆみは皿を洗うことが多い。 

解説［習慣］(日常的行為)［現在］→現在形 
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2 What (③do) you do? ― I am a student.  
「職業は何ですか」「私は学生です」 

解説［習慣］(日常的行為)［現在］。現在形は「習慣」(日常的行為)を表す。What do you do?「普段何をしていますか」は職

業・身分を訊く表現。What are you doing?「今何をしていますか」との違いに注意。 

3 The earth (②moves) around the sun.  
地球は太陽の周りを動きます。 

解説［不変の真理］→現在形 

4 The teacher blew the whistle and the game (③began).  
先生は笛を吹いて試合が始まった。 

解説［過去］［1回きりの動作］→過去形 

5 You (③wore) those socks yesterday, didn’t you?  
あなたは昨日あの靴下をはいていましたね。 

解説［過去］→過去形 

6 “Have you finished your homework yet?”  

“No. I (③finished) it this evening.” 
解説「あなたはもう宿題を終えましたか」「いいえ。私は今晩それを終えました」 

［過去］→過去形 

 

7 Lisa (③lived) in Japan for three years when she was a child. 
リサは、子供の頃 3年間日本に住んでいました。 

解説［軸｜過去］→過去形 

8 Will you (②be) free this evening?  
今晩あなたは時間がありますか？ 

解説［軸｜未来］→未来形 

9 My son (①will make) a good violinist when he grows up.  

私の息子は成長するとすぐにいいバイオリニストになるだろう。 

解説［軸｜未来］→未来形 

10 Look at those black clouds. It (is going to) rain.  
あの黒い雲を見なさい。これから雨が降るでしょう。 

解説近未来を表す be going to V ［予兆・予定］ 

2 ［状態動詞］ 

11 Every room in this hotel (②has) a clean bathroom. 
このホテルの各部屋には、清潔なバスルームがあります。 

解説［軸｜現在］［状態］→現在形 

12 Her father (④has) much money now.  
彼女の父親は今たくさんのお金を持っている（持っている）。 

解説［軸｜現在］［状態］→基本時制 

 

3 ［進行形］ 

1 When the telephone rang, she (③was watching) TV.  
電話が鳴ったとき、彼女はテレビを見ていました。 

解説［軸｜過去］［一時的動作］→過去進行形 

2 While she was (②cooking), her brother came home.  

彼女が料理している間に、弟は帰宅しました。 

解説［軸｜過去］［一時的動作］→過去進行形 
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4 ［現在完了形が不可の表現］ 

3 He (②went) to Canada last Sunday, so he isn’t in Japan.  

彼は先週の日曜日にカナダに行ったので、彼は日本にいません。 

解説［軸｜過去］→過去時制 

4 I (①ate) my lunch just now.  
今、私は昼食を食べました。 

解説［軸｜過去］→過去時制 just now= amoment ago 

5 Has your father done his job? ― Yes, he (③finished) it an hour 

ago. 
「あなたのお父さんは仕事を終えました？」「はい、1時間前に終了しました」 

解説［軸｜過去］→過去時制 

6 When (③did you go) to the United States?  
いつアメリカに行きましたか？ 

解説［軸｜過去］→過去時制 POINT 時間的広がりではなく時の一点を尋ねる疑問詞 when節内では完了形は不可。 

5 ［現在完了形］ 

7 We have just (④finished) our lunch.  

私たちは昼食を食べたところです。 

解説［軸｜現在］［完了］→現在完了形 

8 Her grandmother has been (④dead) for ten years. 
彼女の祖母は 10年間死んでいます。➡彼女の祖母は 10年前に死んだ。 

解説［軸｜現在］［継続］→現在完了形 

9 How long (②have you known) her? 

あなたは彼女をいつまで知っていますか？ 

解説［軸｜現在］［継続］→現在完了形 

10 Tom (②has lived) in Fukuoka for ten years.  
トムは福岡に 10年間住んでいました。 

解説［軸｜現在］［継続］→現在完了形 

11 It has been a long time (②since I saw you last) .  
私があなたに最後に会ってから長い時間が経ちました。 

解説［軸｜現在］［継続］→現在完了形 

12 My favorite film is E.T. (④I’ve seen) it four times.  
私のお気に入りの映画は E.Tです。 私はそれを 4回見ました。 

解説［軸｜現在］［経験］→現在完了形 

13 I (③have found) the letter you were looking for. Here it is. 
あなたが探していた手紙を見つけました。 ここにあります。 

解説［軸｜現在］［完了・完了・結果］→現在完了形 

14 She has (①already done) her homework.   
彼女はすでに宿題を終えている。 

解説［軸｜現在］［完了・完了・結果］→現在完了形 

15 The bus (③hasn’t arrived) yet. 
バスはまだ到着していません。 

解説［軸｜現在］［完了・完了・結果］→現在完了形 

16 She has been sick in bed (①for) a week.  
彼女は一週間病気で寝ていた。 

解説［軸｜現在］［継続］→現在完了形 
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6 ［have been to / have gone to / have visited ］ 

17 Have you ever (②been) to Hawaii? 
あなたはハワイに行ったことがありますか？ 

解説 have been to A「Aに行ったことがある」［経験］ 

18 You can’t see my uncle because he (②has gone) to Paris.  
彼がパリに行ったので、私のおじを見ることはできない。 

解説 have gone to A「Aに行ってしまった(今ここにいない)」［完了・結果］ 

 
7 ［副詞節中の未来］ 

19 I’ll wait here if he really (②comes) to see me.  

彼が本当に私に会いに来たら私はここで待つよ。 

解説［軸｜現在］［副詞節中の未来］→will不要 

20 Come home when it (②gets) dark.  
暗くなったら帰宅する。 

解説［軸｜現在］［副詞節中の未来］→will不要 

21 Wait here until I (②call) you.  
私が電話するまでここで待ってください。 

解説［軸｜現在］［副詞節中の未来］→will不要 

2 同意用法識別問題  
22  

私は彼が子供のころから知っています。 

［継続］着眼点 since… 

①私は昼食を食べ終えたばかりです［完了・完了・結果］着眼点 just 

②彼は二日間何も食べていない。 

［継続］着眼点 for… 

③私は飛行機で旅行したことがない。 

［経験］着眼点 never 

④彼女はコンサートのチケットをなくしました。 

［完了・結果］瞬間動詞の完了形は、完了・結果・完了を表す 

3 同意文完成問題  

23 What is your plan for next Sunday?  

≒What (are) you going to (do) next Sunday? 
来週の日曜日の予定は？  

24 Ken came to Osaka five years ago. He still lives in Osaka.  

≒Ken (has) (lived) in Osaka (for) five years. 
ケンは 5年前に大阪に来ました。 彼はまだ大阪に住んでいます。 

25 Yoko went to France,and she is not here now  

≒Yoko (has) (gone) to France.   

洋子はフランスに行き、彼女は今ここにいない 

26 I saw the movie two weeks ago, and yesterday I saw it again.  

≒I (have) (seen) the movie twice.   

私は 2週間前にその映画を見ました、そして昨日私はそれをまた見ました。 
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27 I lost my father’s watch and he doesn’t have it now  

≒I (have) (lost) my father ’s watch.   

私は父の時計を見失ったが、彼は今それを持っていない。 

28 I was good at skiing when I was a boy and I can still ski well 

now.    

≒I (have) (been) good at skiing since I was a boy.   

私は少年だったときはスキーが得意でしたが、今でも上手にスキーをすることができます。 

29 He went to the convenience store. He’s just come home.  

≒He has just (been) (to) the convenience store.  
彼はコンビニに行きました。 彼は帰ってきたばかりです。  

30 Twenty years have passed since we saw him last.   

≒We (have) (known) him for twenty years.  
私たちが最後に彼に会ってから 20年が経ちました。  

31 It is six months since my brother went to Chicago.  

≒Six months (have) (passed) since my brother went to 

Chicago. 
私の兄がシカゴに行ってから 6ヶ月です。 

32 He died five years ago.    

≒He (has)(been) dead for five years.   

彼は 5年前に亡くなりました。 

33 I have no experience of going abroad. 

≒I (have) (never) (been) abroad.  
私は海外に行く経験がありません。 

34 She was once a heavy smoker, but now she isn’t.   

≒She (used) to be a heavy smoker, but now she isn’t. 
彼女はかつてはヘビースモーカーでしたが、今はそうではありません。  

35 It is eight years since we first went to Britain.  

≒We (have) (been) in Britain for eight years. ［訂正 to→in］ 
私たちが最初にイギリスに行ったのは 8年です。 

 

4 整序問題  
36 イチローがアメリカへ行ってから 3年になります。 

Three years have passed since Ichiro went to America 
37 私はこんなにおいしいジャガイモを食べたことがない。 

I have never eaten nicer potatoes than these before 
38 彼女はちょうど空港に着いたところだ。  

She has just arrived at the airport 
39 彼はもう宿題を終えましたか。 

Has he finished his homework yet? 
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40 私はまだ父に手紙を書いていません。 

I have not written a letter to my father yet. 不要 for 
41 ヒロコはオーストラリアに住んでどのくらいになりますか。 

How long has Hiroko lived in Australia?  
42 私は今朝から何も食べていません。 

I have not eaten anything since this morning. 
43 2か月以上ほとんど雨が降っていません。 

We have had almost little rain for more than two months. 
44 これは私が今までに渡った中で一番長い橋だ。 

This is the longest bridge that I’ve ever crossed. 

STANDARD〈センター・英検準 1〉  

 

Point 1 基本時制｜現在形・過去形・未来形  

1 He used to visit us every week, but he (②rarely comes) now. 
彼は毎週私たちを訪問していましたが、今はめったに来ません。 

解説［現在の習慣］→現在形 

2 Glen and Wilma usually (②do) their washing on weekends. 
グレンとウィルマは通常、週末に洗濯をします。 

解説［現在の習慣］→現在形 

3 (③Does milk boil) at a higher temperature than water? 
牛乳は水より高い温度で沸騰しますか？ 

解説［不変の真理］→現在形 

4 I was taught that the earth (①is) round in my childhood. 
私は子供の頃地球は丸いことを教えられました。 

解説［不変の真理］→現在形 

 

5 I (②was) twenty years old when I went to London for the first 

time.  
ロンドンに初めて行ったとき、私は 20歳でした。 

解説［軸｜過去］［状態］→過去形 

6 “What did you do last night?” “I watched TV, practiced the 

piano, and (①did) my homework.”  
昨夜あなたは何をしましたか」「私はテレビを見て、ピアノを練習し、そして宿題をしました」 

解説［軸｜過去］［1回きりの動作］→過去形 

7 Our teacher (②gave) us a lot of homework yesterday. 
私たちの先生は昨日たくさんの宿題をくれました。 

解説［軸｜過去］［1回きりの動作］→過去形 

8 Bill kept his coat on, although it (②was) warm in the room. 
ビルは彼の上着を続けた、それは部屋の中で暖かいですが。 

解説［軸｜過去］［過去の状態］→過去形 
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9 Did our baseball team (①lose) the game yesterday?   

昨日、私たちの野球チームは試合に負けましたか？ 

解説［軸｜過去］［1回きりの動作］→過去形 
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Point 2 現在進行形 

10 Please be quiet. I (④am working) on a difficult question now. 
静かにしてください。私は今難しい質問に取り組んでいます。 

解説［軸｜現在］［動作中］→現在進行形 

11 “That famous cherry tree (④is dying) because of pollution.” 

“Yes, we have to do something to save it.” 
「あの有名な桜は汚染のために死にかけている」「はい、私たちはそれを保存するために何かをしなければなりません」 

解説［軸｜現在］［移行］瞬間動詞の進行形は［移行］［近未来］を表す。 

12 I (①am going) to Hokkaido in the summer.  
私は夏に北海道に行きます。 

解説［軸｜現在］［移行］瞬間動詞の進行形は［移行］［近未来］を表す。 

 

13 She is always (③missing) the ball. 
彼女はいつもボールを逃している。 

解説 be always Ving「…ばかりしている」［苛立ち・非難］She always miss the ball.「彼女はいつもボールを逃す」(事実描写) 

14 Excellent facilities for vacations (②are being built) in our city 

at the moment. 
現在、私たちの街には休暇のための優れた施設が建設されています。 

解説 be being 過去分詞［受動態の進行形］ 

Point 3 動作動詞・状態動詞｜進行形にできる動詞・できない動詞➡Drill2 

15 We (④heard) the sound of a flute in the park.  
私たちは公園で笛の音が聞こえる。 

解説［軸｜現在］hear［状態動詞］進行形不可 

16 The food Mother is cooking in the kitchen (③smells) delicious. 
母親が台所で作っている料理は、おいしそうです。 

解説［軸｜現在］smell「…のにおいがする」の意味では状態動詞。「…のにおいをかぐ」という意味では動作動詞。校舎の意味で

用いる場合は、進行形可能。He was smelling my head.「彼は私の頭のにおいを嗅いでいた」 

17 A: Which club (②do you belong to)? 

B: I’m a member of the Glee Club.  
A：どのクラブに所属していますか？  

B：私はグリークラブのメンバーです。 

解説［軸｜現在］belong［状態動詞］→原則として進行形不可。 

18 Do you think I (①resemble) my elder sister?  
私は私の姉に似ていると思いますか？ 
解説［軸｜現在］resemble［状態動詞］→原則として進行形不可。 

 

19 I got the phone call when I (③was having) dinner. 
夕食を食べていたときに電話がかかった。 

解説［軸｜過去］［動作中］haveが「食べる」(eat)の意味の時は動作動詞扱い。 

20 Stop it. You’re (③being) ridiculous. 
やめなさい。ばかげているよ。 

解説［軸｜現在］be being 形容詞［be動詞の進行形］は、一時的動作を表す。Your ’re ridiculous.「彼は普段ふざけている」と

の違いに注意。 
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Point 4 過去進行形・未来進行形 

21 Tom (③was taking) a shower when the telephone rang. 
電話が鳴ったとき、トムはシャワーを浴びていた。 

解説［軸｜過去］［一時的動作］→過去進行形 

22 While I (①was writing) an e-mail, my computer suddenly went 

off. 
私が電子メールを書いている間に、私のコンピュータは突然(電源が)消えた。 

解説［軸｜過去］［一時的動作］→過去進行形 

23 We (①will be playing) tennis about this time tomorrow.  
私たちは明日この時間にテニスをするつもりです。 

［軸｜未来］「一時的動作］→未来進行形 

Point 5 現在完了形｜have 過去分詞➡Drill3 

24 Ken and Mike are good friends. They (④have known) each 

other since childhood. 
ケンとマイクはいい友達です。彼らは子供の頃からお互いを知っています。 

解説［軸｜現在］「継続］［状態］→現在完了形 

25 Simon (③has made) 12 films, and I think his latest is the best. 
サイモンは 12の映画を作りました、そして、私は彼の最新が最高であると思います。 

解説［軸｜現在］「完了・結果］→現在完了形 

26 Ten years (③have passed) since I left my home to work in this 

city. 
私がこの町で働くために家を出てから 10年が経ちました。 

解説［軸｜現在］「継続］［状態］→現在完了形 

27 “Is that Italian restaurant next to the bookstore new?” 

“No, I think (④it’s been open) for more than a year now.” 
「書店の隣にあるそのイタリアンレストランは新しいですか？」 

「いいえ、1年以上前からオープンされていると思います」 

解説［軸｜現在］「継続］［状態］→現在完了進行形 It’s been opne=It has been open 

Point 6 現在完了進行形｜have been Ving 

28 It (②has been raining) on and off these last three days. 
この 3日間、雨が降り続けています。 

解説［軸｜現在］［継続］［動作中］→現在完了進行形(have been Ving) 

Point 7 現在完了形と副詞｜for … / since … / yet / already 他 

29 We haven’t had our breakfast (④yet) this morning. 
今朝はまだ朝食を食べていない。 

解説［軸｜現在］［完了・結果］have not 過去分詞 …yet「まだ…してない」 

30 This company has been growing (④for) the last ten years. 
この会社は過去 10年間成長してきました。 

解説［軸｜現在］［期間］［動作中］→現在完了進行形。「…の間ずっと」期間を表す forが正解。 
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31 We have known each other (④since) we met at the high school 

tennis club. 
私たちは高校のテニスクラブで出会って以来、お互いを知り合ってきました。 

解説［軸｜現在］［経過］［状態］→現在完了形「…以来ずっと」過去の一点からの経過を表す sinceが正解。  

32 Have you (②ever) been to the United States? 
あなたはアメリカに行ったことがありますか？ 

解説［軸｜現在］［経験］→現在完了形「これまでずっと」を表す everが正解。 

33 She has worn the same hat (④for a month). 
彼女は一ヶ月間同じ帽子をかぶっていた。 

解説［軸｜現在］［期間］→現在完了形「…の間ずっと」期間を表す forが正解。 

 

34 Saki, why don’t you take some time off? You (④have been 

working) too hard lately. 
サキ、どうして休みを取らないの？あなたは最近一生懸命働きすぎています。 

解説 lately「最近」は、現在形か現在完了形(現在完了進行形)で用いるのが基本。 

35 So far Mr. Eliot (①has written) five novels.   
これまでのところ、エリオット氏は 5つの小説を書いている。 

解説「いまのところ」「これまで」を表す so farが正解。現在形または現在完了形で用いる。 

36 (③As) yet he has not received the invitation. 
まだ彼は招待を受けていない。 

解説「まだ…(ない)」を表す as yetが正解。完了形の動詞とともに否定文に用いることが多い。 

Point 8 「～して…経過した」｜年月 have passed since … 

37 Two months (①have passed) since Bob promised to pay his debt.  
ボブが借金を返済すると約束してから 2ヶ月が経過した。 

解説［軸｜現在］［継続］→現在完了形 

38 (①It is) two years since my grandfather died.  
私の祖父が亡くなってから 2年です。 

解説 It is[has been] 時間 since S 過去形 ….「Sが…してから時間です」 

39 It is five years (③since) I came to Kumamoto. 
熊本に来てから 5年が経ちました。 

解説 It is[has been] 時間 since S 過去形 ….「Sが…してから時間です」 

Point 9 dieと dead➡Drill4 

40 My grandfather (③has been dead) for five years. 
私の祖父は 5年間死んでいます。→私の祖父は 5年前に死んだ。(=My grandfather died five years ago.) 

解説［軸｜現在］［継続］［状態］→現在完了形 be dead「死んでいる」(状態)die「死ぬ」瞬間動詞。瞬間動詞は、for…/sinceな

どの継続の意味を持つ表現とは併用できない。 

41 My father (①died) five years ago. 
私の父は 5年前に亡くなりました。 

解説［軸｜過去］［一回きりの動作］→過去形 

Point 10 have been to …・have gone to … 

42 Mary is absent today. She (③has gone) to Hokkaido. 
メアリーは今日いません。彼女は北海道に行ってしまった。 

解説［軸｜現在］［完了・結果］have gone「行ってしまった」［行った＋完了］ 

https://ejje.weblio.jp/content/%E5%AE%8C%E4%BA%86%E5%BD%A2
https://ejje.weblio.jp/content/%E5%8B%95%E8%A9%9E
https://ejje.weblio.jp/content/%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%AB
https://ejje.weblio.jp/content/%E5%90%A6%E5%AE%9A%E6%96%87
https://ejje.weblio.jp/content/%E7%94%A8%E3%81%84%E3%82%8B
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43 Are you going to the bank?” “No, I’ve (③already been) to the 

bank.”  

「あなたは銀行に行きますか」「いいえ、もう銀行に行きました」 

解説［軸｜現在］［完了・結果・完了］〈have been場所を表す副詞表現〉には、用いる副詞によって二つの意味がある。①「…に

行ってきたところだ」［完了・結果］［just/already などと用いるか、時を表す副詞なしで用いる］②「…行ったことがある」［経

験］［ever/beforeや回数を表す表現とともに用いる］ 

44 Have you ever (③been) to the National Gallery in London? 
あなたはロンドンのナショナルギャラリーに行ったことがありますか？ 

［軸｜現在］［経験］→現在完了 現在完了で用いる everは［経験］の意味を表す。 

Point 11 get married・have been married➡Drill5 

45 Mr. and Mrs. Smith (①have been married) for 50 years now.  
スミス夫妻は現在結婚して 50年です。 
解説［軸｜現在］［継続］→現在完了形 marry O「Oと結婚する」［瞬間動詞］be married「結婚している」［状態］get married

「結婚する」［瞬間的動作］瞬間動詞と同じ働き。 

46 He (①will have been married) for five years on September 5 

this year.  
彼は今年 9月 5日に 5年間結婚しているでしょう。 

解説［軸｜未来］［継続］［状態］→未来完了形 

47 Katie and William are hoping to get (④married) in April. 
ケイティとウィリアムは 4月に結婚することを望んでいる。 

解説［軸｜未来］［1回きりの動作］→be married「結婚している」［状態］get married「結婚する」［動作］  

Point 12 時制と副詞｜過去時制で用いる副詞他➡Drill3 

48 The famous author (③wrote) the science fiction novel two years 

ago. 
その有名な作家は 2年前にサイエンスフィクション小説を書いた。 

解説［軸｜過去］→過去形 

49 Ms. Smith (①came) home just now.   
スミスさんが今帰宅しました。 

解説［軸｜過去］→過去形 just now=a moment ago 

50 Tim once (④lived) in London, so he might know some good 

restaurants there. 
ティムはかつてロンドンに住んでいたので、彼はそこで良いレストランを知っているかもしれません。 

解説［軸｜過去］→過去形 once「かつて…だった」(動詞の過去形の前で用いる) 

Point 13 過去完了・未来完了 

51 When I got to the station, the train (④had already left). 
私が駅に着いたとき、列車はもう出発していた。 

解説［軸｜過去］［完了・結果］→過去完了形 完了形で用いる alreadyは［完了・結果］を表す。 

52 My sister (④had been) abroad twice before she was eighteen. 
私の姉は 18歳になる前に 2回海外にいた。 

解説［軸｜過去］［経験］→過去完了形 
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53 She (①had lived) in Los Angeles for seven years before she 

came back to Kyoto last year. 訂正 she (     ) back → she came back 
彼女は昨年京都に戻る前に 7年間ロサンゼルスに住んでいた。 

解説［軸｜過去］［継続］［状態］→過去完了形 

54 The telephone (①had been ringing) for five minutes before I 

answered.  
私が応答する前に、電話は 5分間鳴っていました。→電話が鳴って 5分後に私は応答した。 

解説［軸｜過去］［継続］［動作中］→過去完了進行形 

55 He (④had never been) to Germany until he got married. 
彼は結婚するまでドイツに行ったことがなかった。 

解説［軸｜過去］［経験］ 

56 I (④will have seen) the movie three times if I see it again. 
もう一度見れば、映画を 3回見たことがあるだろう。 

解説［軸｜未来］［経験］［状態］→未来完了形 

57 It’s our wedding anniversary next Tuesday, and by then we (③

will have been) married for ten years. 
来週の火曜日は結婚記念日です。それまでに 10年間結婚しています。 

解説［軸｜未来］［継続］［状態］→未来完了形 

58 Next Sunday Mr. Matsui (②will have been) in The New York 

Yankees for two years. 
次の日曜日、松井氏は 2年間ニューヨークヤンキースにることになる。 

解説［軸｜未来］［継続］［状態］→未来完了形 

59 The movie (④will have ended) by the time you finish that huge 

bucket of popcorn. 
その映画はあなたがその大量のポップコーンを食べ終えたときには終わっているでしょう。 

解説［軸｜未来］［完了・結果］→未来完了形 瞬間動詞を完了形で用いると［完了・結果］を表す。 

Point 14 過去完了〈大過去〉｜had 過去分詞 

60 During the workshop, I realized that we (①had met) before.   

ワークショップの間、私は以前に会ったことがあることに気づいた。 

解説［軸｜過去］［それ以前］→過去完了形［大過去］ 

61 When I went back to the village I (①had left) ten years before, 

I found nothing changed.   
私が 10年前に去った村に戻ったとき、私は何も変わっていないとわかりました。 

解説［軸｜過去］［それ以前］→過去完了形［大過去］ 

62 He found that he enjoyed working with his new acquaintances 

more than he (②had expected). 
彼は予想以上に自分の新しい知り合いと仕事をするのが好きだと気づいた。 

解説［軸｜過去］［それ以前］→過去完了形［大過去］ 

Point 15 過去形・現在完了形・過去完了形の識別 
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63 I (③lived) in China for three years when I was a child, but I 

can’t speak Chinese at all. 
私は子供の頃 3年間中国に住んでいましたが、中国語が話せません。 

解説［軸｜過去］［その時］→過去形 ※［軸｜過去］［それ以前］→過去完了形［大過去］との区別に注意。 

64 I (④had been doing) my homework for an hour when my 

mother came home. 
母が帰宅した時、私は 1時間宿題をしていた。 

解説［軸｜過去］［継続］［動作中］→過去完了進行形 

65 He (④visited) Chicago five times when he lived in the U.S. 
彼はアメリカに住んでいたときにシカゴを 5回訪れたことがある。 

解説［軸｜過去］→過去形  

66 He loves Disneyland, and he (④has been) there three times this 

year already. 
彼はディズニーランドを愛している、そして彼は今年すでに３回そこにいた。 

解説［軸｜現在］［経験］→過去完了形 完了形で回数を表す副詞を用いる場合は［経験］を表す。 

Point 16 副詞節中の現在完了形・過去形・過去完了形 

67 I will wait till you (③have finished) your assignment. 
あなたが宿題を終えるまで待ちます。 

解説［副詞節中の未来｜現在形で代用］［完了］→have 過去分詞  

68 The plane had already taken off before they (③got) to the 

airport. 
彼らが空港に着く前に飛行機はすでに離陸していた。 

解説［軸｜過去］［完了・結果］→過去の地点までの［完了・結果］を表す。 

69 Yesterday they had eaten everything by the time we (②

arrived) at the party. 
昨日、彼らは私たちがパーティーに到着するまでにすべてを食べていました。 

解説［軸｜過去］［完了・結果］→過去の地点までの［完了・結果］を表す。 

Point 17 現在完了進行形・過去完了進行形・未来完了進行形 

70 Bill is a very good tennis player. He (④has been playing) since 

he was seven years old. 
ビルはとても良いテニス選手です。彼は 7歳の時からプレイしています。 

解説［軸｜現在］［継続］［動作中］→現在完了進行形 

71 I (③had been waited) for an hour at the bus stop when my son 

finally arrived. 
息子がやっと到着したとき、私はバス停で 1時間待っていた。 

解説［軸｜過去］［継続］［動作中］→過去完了進行形 

72 By the end of this year, I (③will have been working) for this 

bank for eight years. 
今年の終わりまでに、私はこの銀行で 8年間働いていることになる。 

解説［軸｜未来］［継続］［動作中］→未来完了進行形 



 

 

13 

 

Point 18 副詞節中の未来｜現在形で代用➡Drill7・8 

73 If it (②is) fine tomorrow, we are going on a picnic in the woods. 
もし明日が晴れならば、森の中でピクニックに行きます。 

解説［副詞節を導く if］「もし…ならば」→副詞節中の未来は現在形で代用する。 

74 I’ll keep your room in order until you (①come) back.  
あなたが戻ってくるまで、私はあなたの部屋を整理しておきます。 

解説［副詞節を導く until］「…までずっと」→副詞節中の未来は現在形で代用する。 

75 He will send an e-mail to me as soon as he (②arrives) in his 

country. 
彼は自分の国に到着するとすぐに私に Eメールを送るでしょう。 

解説［副詞節を導く as soon as］「…するとすぐに」→副詞節中の未来は現在形で代用する。 

76 I’ll have read through this magazine by the time I (①see) you 

again.  
また会う時までには、私はこの雑誌を読み終えてしまっているでしょう。 

解説［副詞節を導く by the time］「…するまでには」→副詞節中の未来は現在形で代用する。 

77 I’ll be back before it (②rains). 
雨が降る前に戻ってきます。 

解説［副詞節を導く before］「…する前に］→副詞節中の未来は現在形で代用する。 

78 We’ll be late unless we (①leave) now. 
私たちは今出発しない限り遅刻するだろう。 

解説［副詞節を導く unless］「…しないかぎり」→副詞節中の未来は現在形で代用する。 

79 Once the train (①leaves) the city, we won’t be able to use the 

telephone. 
電車が街を離れると、電話は使用できなくなるだろう。 

解説［副詞節を導く once］「ひとたび…すれば」→副詞節中の未来は現在形で代用する。 

80 Becky is late today, so we are waiting for her to come. After she 

(①gets) here, we will start our meeting.  
ベッキーは今日遅れています。だから私たちは彼女が来るのを待っています。彼女がここに着いた後、会議を始めます。 

解説［副詞節を導く after］「…するあとで」→副詞節中の未来は現在形で代用する。 

81 I’ll call you tomorrow after I (②have completed) my report. 
レポートが終わったら、私はあなたに明日電話します。 
解説［副詞節を導く after］「…するあとで」本英文で、have completedとなっているのは、完了の意味を明確にするため。 

Point 19 名詞節・副詞節の見分け［when / if］➡Drill8 

82 Be sure to turn off the lights when you (①leave) the room.  
部屋を出るときは、必ずライトを消してください。 

解説［副詞節］根拠 when …を名詞(it/thatなど)に置換不可能。 

83 “Is Bill still using your car?” 

“Yes, I wonder when he (④will return) it.”  

「ビルはまだあなたの車を使っていますか？」 

「はい、いつ彼がそれを返すのだろうか」 
解説［副詞節］根拠 when …を名詞(it/thatなど)に置換可能。if/when節内の未来には、willなどを用いる。 

84 If it (①rains) on Thursday, we will not go to the beach.   
木曜日に雨が降れば、私たちは浜辺に行かないでしょう。 

解説［副詞節］根拠 If …を名詞(it/thatなど)に置換不可能。 
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85 I don’t know if he (①will come) tomorrow. But if he comes, I’ll 

let you know.  
彼が明日来るかどうかわからない。しかし彼が来たら、私はあなたに知らせるつもりです。 

解説［名詞節］根拠 if …を名詞(it/thatなど)に置換可能。if/when節内の未来には、willなどを用いる。 

Point 20 that節中の時制 

86 I never expected that she (③would join) us. 
私は彼女が私たちに加わるとは思っていませんでした。 

解説［軸｜過去］過去から見た未来なので、willではなく wouldを用いる［時制の一致］。 

87 The teacher taught us that Queen Victoria (①died) in 1901.   

先生はビクトリア女王が 1901年に亡くなったことを教えてくれました。 

解説［歴史的事実］→主節の動詞(この英文の場合は taught)に関係なく過去形を用いる。 

88 I recommended that he (③make) an appointment before 

visiting Professor Jones. 
私は彼がジョーンズ教授を訪問する前に予約をすることを勧めた。 

解説命令・提案を表す動詞に続く that 節内の動詞は、原形または should Vを用いる。仮定法現在 

89 Yesterday I had a science class. I learned that water (③boils) 

at 100°C. 
昨日、理科の授業を受けました。水は 100℃で沸騰することを学びました。 

解説［不変の真理］→主節の動詞に関係なく(この英文の場合は learned)現在形を用いる。 

90 A friend of mine said that his father (③ owned) a small 

supermarket in this town. 
私の友人は、彼の父親がこの町に小さなスーパーマーケットを持っていたと言った。 

解説［軸｜過去］said(過去形)を基準として、owned(過去形)を用いる。［時制の一致］ 

91 Peter discovered he lost the watch that his uncle (④had given) 

him for his birthday. 
ピーターは、彼の叔父が彼の誕生日のために彼に与えた時計をなくしたことを知った。 

解説［軸｜過去］lostよりも giveはさらに過去なので、過去完了(大過去)を用いる。 

92 The captain said that he (③had crossed) the Pacific Ocean four 

times. 
キャプテンは、これまで太平洋を 4回横断したと言った。 

解説［軸｜過去］［経験］saidを基準として、それまでの経験なので、過去完了形を用いる。 

Point 21 副詞節中の時制 

93 The train had already gone by the time we (②arrived) at the 

station.  
列車は駅に着く頃にはもう出て行っていた。 

解説主節が過去完了形であることに注目。by the time SV…「SV…までには」で過去の軸を示す必要がある。 

94 If you (②haven’t received) the book you ordered by tomorrow, 

please let us know.  

明日までに注文した本が届かない場合は、お知らせください。 

解説 by tomorrow「明日までには」に注目。未来の地点での［完了・結果］を表すには、未来完了形を用いる。ただし、この場

合は副詞節中なので、willが不要となる。 
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95 Once the instructors (②have seen) the results of the new 

teaching method, they will discuss them with their supervisor. 
インストラクターが新しい教え方の結果を見たら、彼らは上司と話し合います。 

解説［軸｜未来］［完了］→未来完了形 接続詞 once内には、［完了・結果］を表すために完了形が用いられることが多い。 

96 I didn’t notice the telephone ringing because I (①was taking) a 

shower at that time.   
解説その時シャワーを浴びていたので、電話が鳴っているのに気づかなかった。 

［軸｜過去］［一時的動作］→過去進行形 

97 When I (②was reading) a book, the telephone suddenly started 

ringing. 
私が本を読んでいると、突然電話が鳴り始めました。 

解説［軸｜過去］［一時的動作］→過去進行形 

98 She should be able to finish her homework by the time her 

mother (③comes) back home. 
彼女は、母親が帰宅するまでに宿題を終えることができるだろう。 

解説［軸｜未来］until…［副詞節］ 

Point 22 未来を表す表現｜be going to …他 

99 I’m (②not going to) play tennis next Saturday. I’ll have to study 

for the exam. 
来週の土曜日にテニスをする予定はありません。試験のために勉強するつもりです。 

解説［軸｜未来］be going to V「…する予定である」 I’m = I am 

100 I was just (③about) to go out shopping when you telephoned. 
電話をかけたとき、私はちょうど買い物に出かけようとしていました。 

解説［軸｜過去］be about to V「まさに Vしようとしている」を過去形にする。 

101 The concert (①is to be held) next Sunday.  
コンサートは来週の日曜日に開催されます。 

解説［軸｜未来］be to V「Vすることになっている」(①予定②義務③運命④可能⑤意図)  

Point 23 時制に関する慣用表現 

102 No sooner (②had he finished) his meal than he drove to a 

nearby bookstore. 
彼が食事を終えたらすぐに、近くの書店に車で行った。 
解説 No sooner had S 過去分詞 … than S 過去形～ .「～するとすぐに…した」※通例、過去の文脈で用いられる。 

103 I (②used to) take piano lessons, but now I practice the violin. 
私はかつてピアノのレッスンを受けていましたが、今はバイオリンを練習しています。 

解説 used to V［過去の習慣］現在との対比を表す。 

104 The new museum was (③once) a large train station. 
その新しい美術館はかつては大きな駅でした。 

解説 onceが「かつて…した」の意味を表す場合は、動詞の過去形とともに用いる 

 

DRILL〈テーマ演習〉  
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Drill 1 状態動詞 liveと時制 

1 My parents (②lives) in Osaka now.  
私の両親は現在大阪に住んでいます。 

解説［軸｜今］［状態］→現在形 

2 Ten years ago we (④were living) in China.  
10年前、私たちは中国に住んでいました。 

解説［軸｜過去］［状態］→過去形 

3 He (①lived) in Okayama when he was a child.  
彼は子供の頃岡山に住んでいた。 

解説［軸｜過去］［状態］→過去形 

4 I (①have lived) here for more than 10 years now.  
私はここ 10年以上ここに住んでいます。 

解説［軸｜現在］［継続］［状態］→現在完了形 

5 Akemi went to Australia three years ago and (②has lived) 

there ever since. 
あけみは 3年前にオーストラリアに行き、それ以来ずっとそこに住んでいました。 

解説［軸｜現在］［継続］［状態］→現在完了形 

6 She (①had lived) in Osaka for twenty years before she moved 

to Kyoto last month.  
先月京都に引っ越す前に彼女は 20年間大阪に住んでいました。→彼女は大阪に 20年間住んだ後先月京都に引っ越した。 

解説［軸｜過去］［継続］［状態］→過去完了形 

7 By the end of this month, (③she will have) lived in this town 

for four years.  
今月末までには、彼女は 4年間この町に住むことになる。 

解説［軸｜未来］［継続］［状態］→未来完了形 

Drill 2 動作動詞 workと時制 

8 On the weekends, she (④works) at a restaurant. 
週末に、彼女はレストランで働いています。 

解説［軸｜現在］［習慣］→現在形 

9 Please be quiet. I (④am working) on a difficult question now. 
静かにしてください。私は今難しい質問に取り組んでいます。 

解説［軸｜現在］［一時的動作］→現在進行形 

10 George called me last night when I (④was working) on my 

paper.  
私が自分の論文に取り組んでいたときにジョージが昨夜私に電話した。→ジョージが昨夜私に電話をか

けてきたとき、私は自分の論文に取り組んでいた。 
解説［軸｜過去］［一時的動作］→現在進行形 

11 She (①will be working) for a bank in London at this time next 

year.  
彼女は来年のこの時期にロンドンの銀行で働いているでしょう。 

解説［軸｜未来］［一時的動作］→未来進行形 
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12 I (③will have worked) for this company for ten years in October. 

私は 10月にこの会社で 10年間働いたことになる。 

解説［軸｜未来］［完了・結果］→未来完了形 ※I will have been working…の形もある。I will have workedが［完了・結果］

を意味するのに対して、I will have been working…は［継続］を意味する。「これからも働き続ける」の意味を持つ。 

13 I (④have been working) on my homework since last night, but 

haven’t finished it yet. 
昨夜から宿題に取り組んできましたが、まだ終わっていません。 

解説［軸｜現在］［継続］［動作］→現在完了進行形 

14 By the end of this year, I (③will have been working) for this 

bank. 
今年の終わりまでに、私はこの銀行のために働いているでしょう。 

解説［軸｜未来］［継続］［動作］→未来完了進行形 

15 I was tired last Friday, because I (①had been working) all day 

long every day for a week.  
私は先週の金曜日に疲れました。なぜなら、私は一週間毎日一日中働いていたからです。 

解説［軸｜過去］［継続］［動作］→過去完了進行形 

16 After she (①had worked) at the office for three years, she 

decided to give up the job.  
彼女は 3年間その事務所で働いていたが、その仕事をやめることにした。 

解説［軸｜過去］［完了］→過去完了形  

Drill 3 現在完了形と副詞｜already, yet, ever, so far, as yet 

17 So far Mr. Eliot (①has written) five novels.   
これまでのところ、エリオット氏は 5つの小説を書いた。 

解説 so far「いまのところ」「これまで」は、現在形または現在完了形で用いる。 

18 We haven’t had our breakfast (④yet) this morning. 
今朝はまだ朝食を食べていない。 

解説 yet「まだ…ない」は、現在完了形で用いるのが原則。 

19 Have you (②ever) been to the United States? 
あなたはアメリカに行ったことがありますか。 

解説 everは完了形で用いて「これまでずっと」を表す。 

20 (③As) yet he has not received the invitation. 
彼はまだ招待を受けていない。 

解説 as yet「まだ…(ない)」は、完了形の動詞とともに否定文に用いることが多い。 

21 Our horse-riding club has won all the competitions (②so far). 
私たちの乗馬クラブは、これまでのところすべての大会で優勝している。 

解説 so far「いまのところ」「これまで」は、現在形または現在完了形で用いる。 

22 The number of earthquakes (④has been) steadily increasing in 

recent years. 
近年、地震の数は着実に増加しています。 

解説 recent(ly)「最近」は過去形または現在完了形で用いる。 

23 I wonder what he’s doing now. Have you seen him (①lately)?  
彼は今何をしているのだろうか。最近彼に会ったことがありますか？ 

解説 lately「最近」は現在形または現在完了形で用いる。 

https://ejje.weblio.jp/content/%E5%AE%8C%E4%BA%86%E5%BD%A2
https://ejje.weblio.jp/content/%E5%8B%95%E8%A9%9E
https://ejje.weblio.jp/content/%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%AB
https://ejje.weblio.jp/content/%E5%90%A6%E5%AE%9A%E6%96%87
https://ejje.weblio.jp/content/%E7%94%A8%E3%81%84%E3%82%8B
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Drill 4 現在完了(進行)形・過去完了(進行)形・未来完了(進行)形 

24 If I have to go to Kyoto once more, I (④will have visited) it four 

times this year.  
もう一度京都に行かなければならないとしたら、今年は 4回訪れたことになります。 

解説［軸｜未来］［経験］→未来完了形 

25 By the end of next year, I (②will have lived) here for thirty 

years.  

来年の終わりまでに、私はここ 30年間住んでいるでしょう。 

解説［軸｜未来］［経験］→未来完了形 

26 John and Mary (③have known) each other since 1976. 
ジョンとメアリーは 1976年以来お互いを知っています。 

解説［軸｜現在］［経験］→現在完了形 

27 When I got home, I realized that one of my suitcases (②had 

disappeared).  
私が家に着いたとき、私は私のスーツケースの一つが消えたことに気づいた。 

解説［軸｜過去］［その前］→過去完了形(大過去) 

28 We (②had almost finished) the work when the bell rang.  
ベルが鳴ったとき、私たちはほとんど仕事を終えていた。 

解説［軸｜過去］［完了］→過去完了形 

29 What a busy day! I (③haven’t had) anything to eat since this 

morning. 

なんて忙しい一日！今朝から何も食べるものがありませんでした。 

解説［軸｜現在］［継続］→現在完了形 

30 There is milk all over the kitchen floor because my wife (①has 

broken) the bottle.   
台所の床全体に牛乳がある、なぜなら私の妻が瓶を割ってしまったからだ。 

解説［軸｜現在］［完了・結果］→現在完了形 

31 I (③have been working) since six this morning.  
私は今朝 6時から働いています。 

解説［軸｜現在］［継続］［動作中］→現在完了進行形 

32 They (④had been driving) for ten hours when they spotted a 

sign that said “Food and Drink.”  

彼らは、「食べ物と飲み物」という看板を見つけたとき、10時間運転していました。 

解説［軸｜過去］［継続］［動作中］→過去完了進行形 

33 Jim (④has been trying) to take me out to dinner for the last 

three weeks.  

ジムはこの 3週間、私を夕食に連れて行こうとしていました。 

解説［軸｜現在］［継続］［動作中］→現在完了進行形 

34 Maria has (②had) a bad cold for the past few days. 
マリアはここ数日間ひどい風邪をひいています。 
解説［軸｜現在］［継続］［状態］→現在完了形 catch a cold「風邪をひく」［瞬間的動作］なので、継続表現とともに用いること

はできない。 

Drill 5 dieと dead 
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35 His mother (①has been dead) for two years.  
彼の母親は 2年間死んでいる。 

解説［軸｜現在］［継続］［状態］→現在完了形 

36 After a long illness, the dog (④finally died). 
長い病気の後、犬はついに死んだ。 

解説［過去の一回の動作］→過去形 

37 My grandfather (①died) in 1965.   
私の祖父は 1965年に亡くなりました。 

解説［過去の一回の動作］→過去形 

38 By the time the doctor arrived, the patient (②had died). 
医者が到着するまでに、患者は死亡していました。 

解説［軸｜過去］［完了・結果］→過去完了形 

Drill 6 get married・have been married 

39 Michelle ( ② married) Carl last September and moved to 

California. 
ミシェルは昨年 9月にカールと結婚し、カリフォルニアに引っ越しました。 

解説［過去の一回の動作］→過去形 

40 John decided to (①get married to) Nancy. 
ジョンはナンシーと結婚することにした。 

解説 get married to A「Aと結婚する」動作を表す 

41 Next spring, Tom (④will get married) a woman who works at 

his company. 
翌春、トムは自分の会社で働く女性と結婚するでしょう。 

解説［軸｜未来］［一回の動作］→未来形 

42 My daughter (④will have married someone) by the time a new 

subway line starts its operation. 
私の娘は、新しい地下鉄が運行を開始するまでに、誰かと結婚しているでしょう。 

解説［軸｜未来］［完了］→未来完了形 

Drill 7 副詞節中の未来 

43 By the time she (②gets) there, she will be happy again. 
彼女がそこに着く頃には、彼女はまた幸せになるだろう。 

解説［副詞節を導く by the time］→副詞節中の未来は現在形で代用する。 

44 She will write to me as soon as she (②returns) to her country. 
彼女は自分の国に帰ったらすぐに私に手紙を書く。 

解説［副詞節を導く as soon as］→副詞節中の未来は現在形で代用する。 

45 I will lend you the book when I (③have done) with it. 
その本を読み終えたら、私はあなたにその本を貸しましょう。 

解説［副詞節を導く when］→副詞節中の未来は現在形で代用する。 

46 The man decided to wait at the station until his wife (②came). 
その男は妻が来るまで駅で待つことに決めた。 

解説［副詞節を導く until］→副詞節中の未来は現在形で代用する。本問では、主節の動詞が decided［過去形］であることに注

目。過去を軸とした場合は、副詞節中の未来は過去形で代用する。 
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47 If the police (③stop) me, I’ll pretend to know nothing. 
警察が私を止めた場合、私は何も知らないふりをします。 

解説［副詞節を導く if］→副詞節中の未来は現在形で代用する。 

Drill 8 副詞節 VS名詞節 ifの場合 

48 If you (①plan) to travel to the island, make sure to buy ferry 

tickets in advance.  
その島へ旅行する場合は、事前にフェリーチケットを購入してください。 

解説名詞(it/thatなど)に置換不可→現在形で代用 

49 You’ll cut yourself if you (③walk) around here in bare feet. 
ここを素足で歩きまわれば、体を切るでしょう。 

解説名詞(it/thatなど)に置換不可→現在形で代用 

50 I don’t know if our teacher (④will come) back next week. 
私たちの先生が来週戻ってくるかどうかわかりません。 

解説名詞(it/thatなど)に置換可能＝名詞節→if/when節内の未来には、willなどを用いる。 

51 I will go to the college festival if she (②comes) with me. 
彼女が一緒に来たら私は大学祭に行きます。 

解説名詞(it/thatなど)に置換不可→現在形で代用 

52 I am not sure if she (③will go) to Sri Lanka for study after 

graduation. 
卒業後、彼女がスリランカへ留学するかどうかは定かではない。 

解説名詞(it/thatなど)に置換可能＝名詞節→if/when節内の未来には、willなどを用いる。 

53 The game will be called off if it (④rains) tomorrow. 
明日雨が降ったら、ゲームは中止されるだろう。 

解説名詞(it/thatなど)に置換不可→現在形で代用 

Drill 9 副詞節 VS名詞節 whenの場合 

54 Please let me know when they (①arrive). 
到着時にお知らせください。 

解説名詞(it/thatなど)に置換不可→現在形で代用 

55 I’ll come to see you when (③I’ve finished) the research. 
私は研究を終えたときあなたに会うようになるでしょう。 

解説名詞(it/thatなど)に置換不可→現在形で代用 

56 Is Jack still using your dictionary? Yes, I wonder when he (④

will return) it. 
ジャックはまだあなたの辞書を使っていますか？はい、いつ彼がそれを返してくれるのだろうか。 

解説名詞(it/thatなど)に置換可能＝名詞節→if/when節内の未来には、willなどを用いる。 

57 He will be glad to see you when he (①comes) home.   

彼は帰ってきたときあなたに会えてうれしいです。 

解説名詞(it/thatなど)に置換不可→現在形で代用 

58 You can’t tell when the next general election (④will be) held. 
次回の総選挙がいつ行われるのかわからない。 

解説名詞(it/thatなど)に置換可能＝名詞節→if/when節内の未来には、willなどを用いる。 

Drill 10 if節内の動詞の形 
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59 If it (①is) fine tomorrow, we will have a party in the garden of 

my house.  
もし明日がよければ、私たちは私の家の庭でパーティーを開くでしょう。 

解説［副詞節を導く if］→副詞節中の未来は現在形で代用する。 

60 He can’t remember if he (③went) to the party last week or not. 
彼は先週パーティーに行ったのかどうか思い出せない。 

解説［軸｜過去］→過去形 

61 At the job interview, she was asked if she (①had ever studied) 

abroad.   
就職の面接で、彼女は今までに留学したことがあるかどうか尋ねられました。 

解説［軸｜過去］［経験］→過去完了形 

62 If I (②has) time now, I could go to a shopping center. 
時間があれば、ショッピングセンターに行くこともできます。 

解説［副詞節を導く if］→副詞節中の未来は現在形で代用する。 

63 If you (③had come) ten minutes earlier, you could have seen 

her. 
もしあなたが 10分早く来ていたら、あなたは彼女に会っていたでしょう。 

解説［副詞節｜仮定法を導く if］過去の事実に反する場合は、過去完了形を用いる。 

64 I waited for July 7 as if it (①were) my birthday.  
私はそれが私の誕生日であるかのように 7月 7日を待った。 

解説［副詞節｜as if …「まるで…のように」］as if 節内では、仮定法を用いることが多い。本問では、it is my birthdayを仮定

法の規則に従って it were my birthdayとしている。仮定法では wasの代わりに wereを用いることが多い。 

65 If she (②should come) late, give her this message.  

彼女が遅刻した場合は、このメッセージを伝えてください。 

解説［副詞節｜仮定法を導く if］if節内で shouldを用いた［If S should V…, S would[will] V～/命令文］の形で「万一 SV…す

れば SV～だろう/…しなさい」を表す。 

66 If war (②were to) break out, what would you do? 
もし戦争が勃発したら、あなたはどうしますか？ 

解説［副詞節｜仮定法を導く if］if節内で were toを用いた［If S were to V…, S would V～］の形で「仮に SV…とすれ SV～だ

ろう」を表す。 

CHECK〈語法の知識を活かす〉  

 

USAGE 1 beforeと時制 

1 Before (③leaving) the room, please don’t forget to turn off the 

lights. 
部屋を出る前に、照明を消すのを忘れないでください。 

解説前置詞 beforeの後に動詞が続く場合は動名詞にする。 

2 I’ll be back (②in) ten minutes. 
私は 10分後に戻ってきます。 

解説経過を表す in …「…経過後に」 

3 He said that he (④had written) that book two years before. 
彼は 2年前にその本を書いたと言った。 

解説［軸｜過去］［その前］→過去完了形(大過去) 
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4 We started working for this firm (④three years ago). 
私たちは 3年前にこの会社で働き始めました。 

解説［軸｜過去］→過去形 

5 I have never been to Liberty Tower (③before). 
私は今まで Liberty Towerに行ったことがありません。 

解説 before「以前」を単独で用いる場合は、現在完了形［経験］が基本。agoは単独では不可。 

6 (① It having started) raining the day before, the athletic 

meeting was postponed.  
前日に雨が降り出し、運動会は延期された。 

解説完了分詞構文。主節の動詞よりも、分詞構文が導く部分が過去の際は、having 過去分詞/having been 過去分詞を用いる。

接続詞 ifを用いて書き換えると If It had started …, SV～. 

7 I’ll be back before it (②rains). 
雨が降る前に私は戻ってきます。 

解説［副詞節を導く before］→副詞節中の未来は現在形で代用する。 

8 He had lived here before he (③went) to America. 
彼はアメリカに行く前にここに住んでいた。 

解説 had livedから軸は過去の一時点と分かる。  

9 Bob (③had been) drifting in a small boat for two days before he 

was found. 
ボブは発見される前に 2日間小さなボートで漂っていた。 

解説［軸｜過去］［継続］［動作中］→過去完了進行形 

10 He (②had eaten) all the pie before we got back. 
私たちが戻る前に彼はすべてのパイを食べていた。 

解説［軸｜過去］［完了］→過去完了形 

11 My sister (④had been) abroad twice before she was eighteen. 
姉は 18歳になる前に 2回海外にいた。 

解説［軸｜過去］［経験］→過去完了形 

USAGE 2 sinceと時制 

12 How long will it be (③since) I hear from her? 
彼女から連絡があってからどれくらいかかりますか。 

解説［軸｜現在］［継続］→現在完了形 

13 It won’t be long (②before he graduates) from the university. 
まもなく彼は大学を卒業するだろう。 

解説 It won’t be long before SV….「まもなく SV…」 

14 Two years have already passed (④since) the new tower was 

completed.  
新しいタワーが完成してからすでに 2年が経ちました。 

解説［軸｜現在］［完了］→現在完了形 

 

15 (②Since) I got home late tonight, I missed the news on TV. 
今夜遅く帰宅したので、テレビでそのニュースを逃した。 

解説理由を表す副詞節 sinse 
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16 Since we expect no help from others, let’s try to do our best by 

ourselves. 
私たちは他人からの助けを期待していないので、自分で全力を尽くしましょう。［理由を表す接続詞 since］ 

解説①日本に来てからどのくらいですか？［時を表す接続詞 since］ 

②私はその前に、またはそれ以来、そのようなものを見たことがありません。［時を表す副詞 since］ 

③あなたは彼を信頼していないので、あなたは彼を雇うべきではありません。［理由を表す接続詞 since］ 

④私たちは一緒に学校に通って以来、私は彼女を知っています。［時を表す接続詞 since］ 

USAGE 3 onceと時制 

17 Before I entered high school, I (③had seen) her once. 
私は高校に入る前に、彼女に一度会いました。 

解説［軸｜過去］［経験］→過去完了形 副詞 once「一度」 

18 In Japan, it seems that religion is not as important as it (④

once) was. 
日本では、今は宗教はかつてほど重要ではないようです。 

解説［軸｜現在］副詞 once「かつて…」過去形の動詞とともに用いる。 

19 Once the train (①leaves) the city, we won’t be able to use the 

telephone.  
電車が街を出発すると、電話は使えなくなります。 

解説［副詞節を導く once］→副詞節中の未来は現在形で代用する。接続詞 once 「ひとたび…すれば」 

USAGE 4 yesterdayと時制 

20 Yesterday, my grandmother (③bought me) a computer for my 

birthday. 
昨日、私の祖母は私の誕生日のために私にコンピューターを買ってくれた。 

解説［軸｜過去］過去形 

21 Mike (④might have been) there yesterday, but I didn’t see him. 
マイクは昨日そこにいたかもしれないが、私は彼に会わなかった。 
解説過去のことを推量する場合は、［助動詞 have 過去分詞］の形を用いる。may[might] have 過去分詞「…だったかもしれな

い」 

22 He insisted he (①buy) me lunch yesterday.   

彼は昨日私が昼食を買ってくれと言った。 

解説命令・提案を表す動詞に続く that 節内の動詞は、原形または should Vを用いる。［仮定法現在］ 

23 I (①didn’t watch) television yesterday.  
昨日テレビを見なかった。 

解説［軸｜過去］ 

24 It (①has been) raining since the day before yesterday.  
昨日の前日から雨が降っています。 

解説［軸｜現在］［継続］［動作中］→現在完了進行形 

25 If he had known this news, he (④would have visited) his 

grandmother yesterday. 
もし彼がこの知らせを知っていたら、彼はきのう昨日彼の祖母を訪問しただろう。 

解説［仮定法過去完了］ If S had 過去分詞…, S would have 過去分詞～.「もし…していたら、～だっただろう」 

26 I wish you (②had come)to see me yesterday. 
昨日あなたが私に会いに来ていてくれたらなあ。 

解説 wish S had 過去分詞…「…であったならなあ」過去において実現しなかった願望を表す。 
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27 I lost the map that I (④had bought) the day before.  
私は前日に買った地図をなくした。 

解説［軸｜過去］［その前］→過去完了形(大過去) 

28 I received a magazine from Taro that he (③had read) the day 

before. 
私は太郎から前日に読んだ雑誌を受け取った。 

解説［軸｜過去］［その前］→過去完了形(大過去) 

USAGE 5 語法｜marry 

29 Yasuko didn’t (②marry) Charles after all. 
ヤスコは結局チャールズと結婚しなかった。 

解説［軸｜過去］［動作］→過去形/didn’t V marry O「Oと結婚する」(動作) 

30 They have (①been married) for fifteen years.  
彼らは 15年間結婚しています。→彼らは結婚して 15年です。 

解説［軸｜現在］［継続］［状態］→現在完了形 be married「結婚している」(状態) 

31 I cannot believe that fifteen years have already passed since 

we (④got) married. 
結婚してからもう 15年が経ったとは私には思えない。 

解説 have already passed→［軸｜現在］ 過去の一時点から今までの経過 get married「結婚する」(動作) 

32 This woman is likely (②to get married to) a rich man.  
この女性は金持ちと結婚する可能性が高いです。 

解説［動作］ get married「結婚する」(動作) 

USAGE 6 語法｜rain / rainy 

33 I hope that it will stop (②raining) before the game tonight. 
今夜の試合前に雨が止むことを願っています。 

解説 stop Ving「Vingを終える」 

34 As it is (③raining), we should make a change in our schedule. 
雨が降っているので、私たちはスケジュールを変更するべきである。 

解説［軸｜現在］［動作中］ 

35 I don’t think it will rain. However, if it (③does rain), please 

take in the washing. 
雨が降るとは思わない。しかし、雨が実際降ったら、洗濯物を取り入れてください。 

解説［軸｜未来］副詞節中の未来は現在形で代用。do Vで「まさに Vする」［doは助動詞］ 

36 If it (①rains) on Thursday, we will not go to the beach.  
もし木曜日に雨が降れば、私たちは浜辺に行かないでしょう。 

解説［副詞節中の未来｜現在形で代用］［完了］→have 過去分詞  

37 (③Should) it rain, I will pick you up at seven. 
もし雨が降ったら、私は７時に迎えに行きます。 

解説［副詞節｜仮定法を導く if］if節内で shouldを用いた［If S should V…, S would[will] V～/命令文］の形で「万一 SV…す

れば SV～だろう/…しなさい」を表す。Ifを省略すると、Should SV…の形になる。 

38 We have (②little) rain here in summer. 
ここでは夏はほとんど雨が降りません。 

解説この場合の rainは名詞（不可算名詞）。little「ほとんど…ない」 
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39 It (③was raining) hard when we looked outside, so we decided 

to stay indoors. 
外を見たとき、激しい雨が降っていたので、私たちは室内にいることにしました。 

解説［軸｜過去］［動作中］→過去進行形 

40 I can’t tell if it (①will rain) tomorrow.   
明日雨が降るかどうかわかりません。 

解説名詞(it/thatなど)に置換可能＝名詞節→if/when節内の未来には、willなどを用いる。 

 


