Chapter 1
時制・態・助動詞・仮定法
この章では「時制・態・助動詞・仮定法」を扱います。特に「時
制」は日本語だけで判断すると間違う場合が非常に多いので、
「こ
ういう場面や状況で用いる英語の述語動詞の形は〜だ」という理
解・整理の仕方をすることが大切です。
正誤問題で注意すべきポイント
□ どのような状況で現在完了形（have done）を使うか説明できる
■
□ どのような状況で過去完了形（had done）を使うか説明できる
■
□ 進行形の受動態（be 動詞 +being done）を適切に使うことができる
■
□ 主な助動詞（can / must / should / may など）の意味を言える
■
□ 主な〈助動詞 +have done〉の意味を言える
■
□ 仮定法過去と仮定法過去完了の違いを説明できる
■

まずは上記のポイントを理解できているかどうかチェックして
みてください。
自信のない項目があれば、手持ちの参考書で調べてから問題演
習に進みましょう。
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1-01
001

チェック 〉
〉
〉

Chapter

He never (a)ask a girl (b)to go out because he is afraid (c)that she will say (d)no.
（神奈川大学）

002

チェック 〉
〉
〉

To tell you the truth, I donʼt like coffee (b)at all, and I (c)am usually drinking
（北星学園大学）
tea (d)for breakfast.

(a)

◼(a)実を言うと，私はコーヒーが(b)大の苦手で，普段(d)朝食には紅茶を(c)飲んでいま
す。

003

チェック 〉
〉
〉

It isnʼt until (b)we had the Shinkansen (c)that we could go to Tokyo and return
（京都産業大学）
(d)on the same day.
(a)

◼東京に行って(d)その日のうちに帰ってこられるようになった(c)のは，新幹線が
(b)できて(a)からのことだ。 和文付き問題

004

チェック 〉
〉
〉

We (a)have our copy machine (b)fixed a few weeks ago, but it (c)has already
（北里大学）
broken down again. What (d)a nuisance!
◼数週間前にコピー機を(b)修理して(a)もらったのに，また(c)壊れてしまった。なん
とも(d)迷惑な話だ。

005

チェック 〉
〉
〉

The meeting (a)taken a little longer, and (b)by the time she (c)arrived everyone
（東海大学）
(d)had already left.
◼会議が少し(a)長引き，彼女が(c)到着した(b)ときには全員が(d)すでに帰っていた。

解答

001 (a)→asks
004 (a)→had

002 (c)→usually drink
005 (a)→took

003 (a)→It was not until

3

時制・態・助動詞・仮定法

◼彼は(d)断られる(c)のが怖くて，女の子をデート(b)に(a)誘うことは決してない。

1

◼解説

001

He never asks a girl to go out because he is afraid that she will say no.
▶

時制 主語が三人称単数なので，述語動詞 ask に三単現の s を付ける。never「決して〜な
い」は助動詞ではなく副詞なので，He doesnʼt ask などの場合と混同して後に動詞の原形
を続けるのは間違い。
▶ask A to do
「A に〜して欲しいと言う，頼む」

002
To tell you the truth, I donʼt like coffee at all, and I usually drink tea for breakfast.
▶

時制 原則として現在進行形は「動作をしている最中」を表すが，本問は usually がある
ので「現在の繰り返す習慣」を表すことになり，現在進行形 am usually drinking ではなく
現在形 drink が適切。「今飲んでいる最中」ではないことに注意。
▶to tell (you) the truth
「
（何かを認めて）実を言うと，正直なところ」

003
It was not until we had the Shinkansen that we could go to Tokyo and return on the same
day.
▶

is not [isnʼt] until 〜 that ...〉は「〜して初めて［ようやく，やっと］…する」とい
〈It was not [wasnʼt]
う意味の定型表現。ここでは過去の内容なので，is を was に変え，
「〜して初めて［ようやく，やっと］
…した」とする。
until 〜 that ...〉
時制 〈It

004
We had our copy machine fixed a few weeks ago, but it has already broken down again.
What a nuisance!
▶

時制 〜 ago「
（現在から）〜前」は過去時制で用いるので，現在形の have を過去形の had
に訂正すれば正解。
▶have A done
「A を（業者・専門家に）〜してもらう」 break down「（機械・車などが）故障する」

005
The meeting took a little longer, and by the time she arrived everyone had already left.
▶

時制 過去分詞 taken は述語動詞になれないので，過去形 took に訂正する。had already
left は，「彼女が到着した」時点より前に起きたことを表す過去完了。

S take long「S は時間が長くかかる」

▶
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1-02
006

チェック 〉
〉
〉

I think (a)that Paul and Jim (b)argued about something (c)when I entered the
（高崎経済大学）
room (d)at around 3 P.M. yesterday.
していた(a)と思う。

007

チェック 〉
〉
〉

All states impose severe penalties (a)on drivers who (b)did not stop when (c)they
（立教大学）
are involved (d)in traffic accidents.
◼事故(d)に巻き込まれたときに停車(b)しないドライバー(a)に対してすべての州は厳
しい処罰を科している。

008

チェック 〉
〉
〉

When I (a)turn around (b)to get something from my bag, I found that (c)not only
（福島大学）
had the little boys (d)disappeared but my wallet had, too.
◼私がバッグから物を(b)取ろうと(a)振り返ったら，少年たちが(d)姿を消していた(c)ば
かりか，財布もなくなっていた。

009

チェック 〉
〉
〉

When I (a)arrived, Frank was (b)listened to his daughter (c)playing Beethoven.
（西南学院大学）

◼私が(a)到着したとき，フランクは娘がベートーベンを(c)演奏しているのを(b)聴い
ているところだった。

010

チェック 〉
〉
〉

It (a)has been fine this week, but I (b)doubt whether this nice weather (c)last
（摂南大学）
(d)long.
◼今週は天気が(a)よかったが，このよい天気は(d)長く(c)続かないの(b)ではないかと思
う。

解答

006 (b)→were arguing
009 (b)→listening

007 (b)→do not
010 (c)→will last

008 (a)→turned
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◼昨日午後3時頃(d)に私が部屋に入った(c)とき，ポールとジムは何かについて(b)口論

Chapter

◼解説

006

I think that Paul and Jim were arguing about something when I entered the room at
around 3 P.M. yesterday.
▶

時制 問題文のままだと「私が部屋に入ったときに2人は口論をした」という不自然な意
味になる。
「私が部屋に入ったときに2人は口論をしていた」という内容になるよう，過
去形の argued を過去進行形の were arguing に訂正する。

007
All states impose severe penalties on drivers who do not stop when they are involved in
traffic accidents.
▶

時制 本問は「過去に起きた出来事」ではなく「
（日常的に行われている）現在の事実」を述べ
ているので，全体に現在時制を用いる。日本語では「事故に巻き込まれたときに停車し
なかったドライバー」とも言えるので，注意が必要。

008
When I turned around to get something from my bag, I found that not only had the little
boys disappeared but my wallet had, too.
▶

時制

「振り返った＜過去＞→気づいた＜過去＞→（それよ
found / had disappeared に注目し，

り前に）消えていた＜過去完了＞」
と考える。よって，turn を過去形の turned に訂正する。後

半の that 節内では，not only が文頭に来て，後ろが倒置形（＝疑問文と同じ語順）になっている。
but my wallet had, too は，but my wallet had disappeared, too の disappeared が省略された形。

009
When I arrived, Frank was listening to his daughter playing Beethoven.
時制 *Frank was listened to his daughter ... は一見，受動態のようだが，意味が通じない。
過去進行形「聴いていた（was listening）」にすれば意味が通じる。
▶listen to A doing
「A が〜しているのを聴く」

▶

010
It has been fine this week, but I doubt whether this nice weather will last long.
▶

時制

前半の内容に対して「これから長く続くかどうか」という未来の意味になるよう，

last を will last に訂正する。主語が this nice weather（三人称単数）なので，仮に現在時制だ
としても lasts となるはず。
doubt whether SV「〜かどうか疑う，〜しないのではないかと思う」

▶
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