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Point 　日本文の意味を表すように，空所に適語を入れなさい。

1．学校は8時から始まる。

School (　　　　　　) at eight. 

2．彼女は今，何をしていますか。

What (　　　　　　) she (　　　　　　) now ?

3．私は生まれてからずっと東京に住んでいる。

I (　　　　　　) (　　　　　　) in Tokyo since I was born.

Expressions 　日本文の意味を表すように，空所に適語を入れなさい。

1．「何かいたしましょうか」―「いいえ，結構です。見ているだけです」

May I help you? ― No, thank you.  I (　　　　　  ) just (　　　　　  ).

2．君が電話してきた時，僕は風呂に入っていた。

I (　　　　　　) (　　　　　　) a bath when you called me.

3．このイベントは大成功になるだろう。

This event is (　　　　　　) (　　　　　　) be a big success.

4．今度会った時，君にいいものをあげるよ。

I will give you something nice when I (　　　　　　) (　　　　　　) 

next.

ヒント

3．since ...
 「…以来」

2．「風呂に入る」
 take/have a bath

時　制 ①Lesson 1

Grammar Point

空所に入れるのに最も適当なものを選びなさい。
I’ll call you as soon as I (　　 　　) home.
「家に着いたらすぐに電話します」
①　get　　　②　will get　　　③　am getting　　　④　got （山梨大）

【正解】①
　「電話をする」のも「家に着く」のも未来のことだが，when ...「…した時」や as soon as ...「…し
たらすぐに」のような「時」を表す副詞節では未来の事柄でも現在形で表すので，未来形の will getで
はなく，現在形の getが使われる。if ...「…の場合は」のような「条件」を表す副詞節でも同様である。
例） When the water boils [×will boil], put in the peas.「湯が沸騰したら豆を入れて下さい」
例） Let’s go swimming if it doesn’t [×won’t] rain tomorrow.
　　「明日，雨でなければ泳ぎに行きましょう」　
　一方，Tell me when you’ll be ready.「いつ準備ができるか教えて下さい」では，when以下が tell
の目的語である名詞節（いつあなたが準備ができるかということ）になっているので，この場合は未来
の事柄は未来形で表す。
cf. Tell me when you are ready.「準備ができたら，教えて下さい」
　 《when以下は「時」を表す副詞節》
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ヒント5．彼女はもう寝てしまった。

She (　　　　　　) already (　　　　　　) to bed.

1 　日本文の意味を表すように，（　　）内の語句を並べ替えなさい。
1．私たちは今冬，蔵王にスキーに行く予定だ。

We (are / go / going / in / skiing / to / Zao) this winter.

 

2．これまでに外国に行ったことがありますか。

(a foreign country / been / ever / have / to / you) ?

 

3．彼はまだ一度も飛行機に乗ったことがない。

(an airplane / has / he / never / taken).

 

4．あなたたちは知り合ってからどれぐらいですか。

(each other / have / how / known / long / you) ?

 

2 　日本文の意味を表すように，下線部を埋めなさい。
1．その地震（earthquake）が起こった時，私は眠っていた。

I  .

2．彼女はいつか（some day）富士山に登るつもりだ。

She   some day.

3．読み終わったら，君の本を返すよ。

I will give your book back  .

4．君のご両親は結婚してからどのぐらいになりますか。

How   ?

3 　次の日本文を英語にしなさい。2は指定された語句を使うこと。
1．私は週に一回，教会に行きます。 （徳島文理大）

 

2．次の電車に乗れば，授業に間に合います。〔If you / the class〕 （学習院大）

 

3．パーティーが何時に始まるか知りません。 （大阪学院大）

 

1．go ～ ing
 「～しに行く」

3．take＋乗物
 「乗物に乗る」

4．「どれぐらい長く
お互いを知ってい
るか」と表す。

1．「（地震が）起こる」
happen; occur

2．「～に登る」
 climb

3．give ～ back
 「～を返却する」

4．「どのぐらい長く
結婚した状態でい
るか」と表す。

 〔be married：結
婚している〕

1．「週に一回」
 once a week

2．「～に間に合う」
 be in time for ～
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時　制 ②Lesson 1

Grammar Point

空所に入れるのに最も適当なものを選びなさい。
We will have moved into the new house (　　　　　) next Monday.
①　to　　　②　until　　　③　at　　　④　by （中京大）

【正解】④「我々は，来週の月曜日までに新居に引っ越しているだろう」
　〈have＋過去分詞〉で「～してしまっている」という「完了」の意味が表されるので，それに未来形の助動詞
willが付いて「～してしまっているだろう」という未来完了形の意味となる。
　Lesson 2（助動詞）では〈助動詞＋ have＋過去分詞〉，Lesson 3（不定詞）では〈to have＋過去分詞〉，
Lesson 4（動名詞）及び Lesson 5（分詞構文）では〈having＋過去分詞〉の形が出て来るが，いずれも「～し
てしまっている」という「完了」の意味が含まれていると考えると理解しやすいだろう。
【参考】
I’ll lend you this book as soon as (　　　　　) it.「読み終わったらすぐに，この本を貸そう」 
①　for me to finish　　　②　I will finish　　　③　I’ve finished　　　④　my finishing （東京経済大）
【正解】③〔as soon as ...は「時を表す副詞節」なので，意味内容は未来だが，× as soon as I will have 
finished itではなく，◎ as soon as I have finished it「それを読み終えてしまったらすぐに」となる。完了形を
使わずに，as soon as I finish itと言ってもほぼ同じ意味である〕

Point 　日本文の意味を表すように，空所に適語を入れなさい。

1．電車はもう出てしまった。

The train (　　　　　　) already (　　　　　　).

2．駅に着いた時，電車はもう出てしまっていた。

The train (　　　　　　) already (　　　　　　) when I got to the 

station.

Expressions 　日本文の意味を表すように，空所に適語を入れなさい。

1．我々は1時間以上，彼女を待っている。

We (　　　　　　) (　　　　　　) waiting for her for more than an 

hour.

2．彼らが映画館に着いた時，映画はもう始まっていた。

The movie (　　　　　　) already (　　　　　　) when they arrived 

at the theater.

3．チケットは来週には売切れてしまっているだろう。

The tickets will (　　　　　　) (　　　　　　) sold out next week.

4．首相は4月に米国を訪問することになっている。

The Prime Minister (　　　　　　) (　　　　　　) visit the U.S. in 

April.

5．もし明日雨がひどかったら，試合は順延される。

If (　　　　　　) (　　　　　　) heavily tomorrow, the game will be 

put off.

3．sell out ～「～を売
り尽くす」

4．the Prime Minister
「総理大臣」

5．put off ～「～を延
期する」

ヒント
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P
a
r
t
1

1 　日本文の意味を表すように，（　　）内の語句を並べ替えなさい。
1．どのぐらいここで彼女を待っているのですか。

(been / for / have / her / how / waiting / you / long) here ?

 

2．英国への修学旅行に参加するまで，海外には一度も行ったことがなかった。

I (abroad / been / before / had / joining / never) the school trip to 

Britain.

 

3．明日で彼が学校を休んで1週間になる。

He (a week / absent / been / for / from / have / school / will) 

tomorrow.

 

4．今日の午後，彼女を駅まで迎えに行くことになっている。

I (am / go to / her / the station / to / to meet) this afternoon.

 

2 　日本文の意味を表すように，下線部を埋めなさい。
1．台所のリフォームは来週には終わっているだろう。

They   remodeling the kitchen next week. 

2．昨日でチケットは完売してしまっていた。

The tickets   yesterday.

3．乗って30分ほどしたところで，電車は突然止まった。

We   when it suddenly stopped. 

4．雨がやむまで，我々はここで雨宿りしなければならないだろう。

 , we will have to take shelter here.

3 　次の日本文を英語にしなさい。
1．読み終わったら，その本を借りてもいいですか。 （明海大）

 

2． 「どうして昨日の夜に電話をしてくれなかったの？」「ごめん，昨日の夕方

から携帯電話が壊れたままなんだ」 （愛知教育大）

 

3． もう 10回ほど京都を訪ねたが，まだ見残したところもあるので，この休

暇中にもう一度訪ねてみるつもりだ。 （立命館大）

 

ヒント

1．remodel「～を改
修する」

4．meet「～を出迎え
る」

4．take shelter「雨宿
りする」

3．「電車が止まった時，
我々は 30分電車に
乗っていた」と表す。

3．「見残したところ」
→「まだ見ていない
場所」

2．out of order「壊れ
て」


