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Power English に参加してくれてどうもありがとうございました。
受験生である諸君の実力向上に少しでも役立ててくれればうれしいです。
また、英語に苦手意識のある人は、この「時制」でよくつまずきます。
今回の授業でまだまだと思った人は、その気持ちこそ伸びるタイミングなのです。
それを逃さずに、是非質問に来てください！
では、解答と解説を始めましょう。
問題１ 次の文の（
ません。

）内の動詞を適当な形に変えなさい。ただし、１語になるとは限り

1. She ( goes ) to bed at 9:30 every day.
▲every day があるので、習慣としてとらえて現在形にします。
2. She ( went ) to bed at 11:00 last night.
▲過去の特定の時間を表す語句 last night があるので、過去形にします。
3. I ( have lost ) my pen. I have to buy a new one.
▲lost でも意味は通じます。しかし、過去の特定の時間を表す語句もないし、また次
の文では「新しいやつを買わなくちゃ」と “現在の心境” を述べているので、話題の焦
点は「現在」にあります。従って、現在完了形（完了用法）がより適切です。
4. She ( is ) very sleepy now. She ( will go ) to bed early today.
▲前半は、now があるので現在形にします。そして、early today「今日は早く寝る」
というのは今日の夜のこと、つまり少し先の未来のことですね。従って、未来表現に
します。（今から寝る準備をしているのならば、is going to go もあり得ます）
5. She usually ( slept ) ten hours when she was a child.
▲『彼女は子供の時、たいてい 10 時間寝ていました』という意味ですが、つられて進
行形にしないように注意してください。なぜなら、彼女の子供の時は「一時的」では
ないのだから「一時的な動作」を表す進行形は不自然ですね。
cf. She was sleeping when I saw her.ならあり得ますね。
6. The earth ( moves ) round the sun.
▲『地球は太陽の周りを回っている』今も昔もこれからも変わらぬことですね。現在
形にします。
7. I ( finished ) my work just now.
▲just now は「ちょうど今」と訳することが多いですが、実は「少し前(= a moment ago)」
という意味なので、過去形と一緒に使う語句です。☆重要☆
8. My father ( has gone ) to New York. He is not at home now.
▲後半の文で、「父は今在宅していない」と “現在の状況” を述べているので、話題の
焦点は「現在」にあります。従って、現在完了形（完了用法）
「父は NY に出かけた（状
態が今も続いている）」にします。
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9. I ( was taking ) a shower when you called me up.
▲『君が電話してきたとき、私はシャワーを浴びていたんだ』という意味で、君が電
話してきたときの「一時的な動作」を述べているのだから過去進行形が自然です。設
問 5.とその違いを比べてみてください。
10. Listen! Someone ( is knocking ) on the door.
▲『ちょっと聴いて! 誰かがドアをノックしている』聴いて、というのであれば、現在
音がコンコンと聞こえているのです。この生き生きとした動きを伝えるのは、もちろ
ん現在進行形です。

問題２

次の文の（

）に必要ならば will を入れなさい。不必要ならば×を入れなさい。

1. When ( will ) you come back from your trip?
▲今後の予定をきいているのですから、will が入るのは自然なことです。
2. I don’t know when you ( will ) come back.
▲下線部が文の要素になっているか否か…know の目的語なので文の要素になってい
ます。その証拠に when は「いつ」という疑問詞の意味です。このような場合は、未
来のことは未来としてとらえて普通に表現します。
3. We will have a party when you ( × ) come back.
▲まず、when の節は文の要素ではありません。つまり、「いつ」という意味ではなく
「～とき」という意味です。また、
「君が戻ってくる」ことを前提にパーティを行うと
いう意味なので、100%そうなることを前提としているから「未来」のことでも「現在
形」を使います。☆重要☆
4. ( Will ) you give me some coffee?
▲相手に依頼するときの決まり文句 Will you～?「～するという意志がおありですか」
がもともと含まれている意味です。
5. We won’t go on a picnic if you ( × ) have no time.
▲『もし君に時間がないのならば、私たちはピクニックにいくつもりはない』という
意味です。このとき、
「100%君に時間がない」ことを前提にした話題になっています。
つまり、こちらも「未来」のことでも「現在形」を使います。☆重要☆
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次の文に使われている下線部に誤りがあれば直し、正しければ○を入れなさい。

1. Yesterday I have finished reading the book.
à finished
▲過去の特定の時間を表す語 Yesterday があるので、過去形にします。
2. We have studied mathematics every day.
à study
▲every day があるので、習慣としてとらえて現在形にします。
3. When have you seen him?
à did you see
▲疑問詞 when は「いつ」ときいているのですから、答えは yesterday, two days ago,
last week など、過去の特定の時間を表す語句ばかりです。つまり、when も過去の特
定の時間を表す語句の仲間なので、過去形と一緒に使います。☆重要☆
4. The play has started just now.
▲問題１の設問 7 を参照してください。

à started

5. The play has just started.

à ○

▲『その演劇はちょっと前に始まった』話題の焦点は「現在」なので、今演劇が開演
中ということを伝える文であり、設問 4.と違って、いつ始まったかは問題にしていま
せん。

問題４

次の現在完了形の文を①完了、②継続、③経験の３つの用法に分けなさい。

1. Have you ever seen an American football game? à ③
▲「経験用法」使う “専用語” ever があるので、決まりです。
2. He has not finished his homework yet.
à ①
▲finish は “動作動詞” なので、現在完了形の文では「完了用法」です。さらに not…yet
「まだ～（完了して）ない」という語句があるので迷いようがありません。
3. He has been absent from school since Monday.

à ②

▲be 動詞は “状態動詞” なので、現在完了形の文では「継続用法」です。さらに since
～という起点を表す語句があるので決定的です。
4. She has never climbed Mt. Fuji before.

à ③

▲「経験用法」使う “専用語” never, before があるので、決まりです。
5. I have been to the barber’s.

à ①

▲この文は be 動詞を使っていますが「継続用法」ではないので、注意してください。
have been to～にある前置詞 to が “くせ者” なのです。これがあると「行ってきたと
ころです」という、どこかに行って戻ってきたことを意味するので、
「完了用法」の仲
間してとらえてください。☆重要☆
サッパリ!

「私は床屋さんに行ってきたところです」
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注意
その１

Where have you been?
「どこに行ってきたの？」
どこかに行って戻ってきた相手にきく時に使います。

その２

I have been to New York before.
「私は以前ニューヨークへ行ったことがあります」
経験用法の専用語 before がつくと、意味がこのように変わります。
※I have gone to New York before.も経験用法として現代英語では認められています。

１問４点として計算してみましょう。
合格点は 80 点以上です。
（100 点とれるまで復習をしてくださいね）
高校受験に向けて役立つことを願っています。
もし、今回の授業について質問などがあれば、学校説明会の折りに是非また来て、質問してください。
お待ちしています！
担当：角田 淳（つのだ

あつし）

