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1 現在・過去

時制⑴第3講

学習のポイント 時制の基本である，現在形，過去形の用法を覚えましょう。

語 句 チ ェ ッ ク

P.21で扱う語句を確認しよう。
1問題 ・right[r[it] 形　直角の　　　・angle[!©gl] 名　角（度）

・degree[digr];] 名　（角度の単位の）度　　　・the British Empire　大英帝国
2問題 ・temple[t'mpl] 名　寺　　　・shrine[Ír[in] 名　神社　　　

・discover[disk&vcR] 動　発見する

ウライト アングル

ディグリー

テンプル シュライン

ディスカヴァ

1 Mt. Everest is the highest mountain in the world.

（エベレスト山は世界で一番高い山です。）

2 My sister takes a shower every morning.

（姉は毎朝シャワーを浴びます。）

3 The earth goes around the sun.

（地球は太陽の周りを回ります。）

4 They leave Tokyo for Fukuoka tomorrow morning.

（彼らは明日の朝，福岡に向けて東京を出発します。）

5 We had a very good time at the party last night.

（私たちは昨夜，パーティーで楽しい時を過ごしました。）

6 I often went fishing when I was in my twenties.

（私は 20 代の頃，よく釣りに行きました。）

• take a shower「シャワー
を浴びる」
• have a good time「楽
しい時を過ごす」
• go～ing「～しに行く」
• in one’s twenties「20
代の頃に」（twentiesを
teens にすれば 10 代，
thirtiesにすれば 30 代）

基本時制 • 時制とは，時間についての言い表し方で，英語の場合，動詞の形を変化させることで，
それを表します。基本的には，現在時制，過去時制，未来時制の３種類ですが，進行形，
完了形というものとの組み合わせで，12 の時制ができます。

現在時制の用法 ⑴　現在行われている動作や現在の状態を表します。 例文1

⑵　現在の習慣や繰り返し行う動作を表します。 例文2

⑶　不変の真理を表します。 例文3

⑷　確定した未来を表します。この用法では go，come，start，leaveなどの動詞がよ
く用いられます。また，未来を表す副詞（句）を伴うのがふつうです。 例文4

⑸　時や条件を表す副詞節の中で，未来の代用として用いられます。（次講）
現在形の形 •  be動詞→ is，am，are

• 一般動詞→原形と同じですが，主語が３人称単数の場合は〈原形＋（e）s〉。
過去時制の用法 ⑴　過去に行われた動作や過去の状態を表します。 例文5

⑵　過去の習慣や繰り返し行った動作を表します。 例文6

⑶　時制の一致によって，現在形を過去形にする場合があります。（次講）
過去形の形 •  be動詞→was，were

• 一般動詞→規則動詞は〈原形＋（e）d〉，不規則動詞は動詞によって異なります。

）

wentie

）

代
tee

irt

時制と を変化
そ 時制の

きます
ます。

します
例文3

す。こ
また，未

を表す副
詞→ i

• 一般動

用法

Sa
mp
lepleeeついての言言いい表表し方方で，で 英英語語のの場場合，動

ます。基本的には，基本的には 現在時制現在時制，，過去時制過

形というものとの組み合わせで，12ものとの組み合わせで， の時の
⑴　現在行われている動作や現在の状態⑴　現在行われている動作や現在

Sa⑵　現在の習慣や繰り返し行う動作⑵　現在の習慣や繰り返し
⑶　不変の真理を表します。⑶　不変の真理を表

確確定定ししたた未来を
用いられ
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和訳完成  現在・過去

1 次の英文の意味を完成させなさい。
□⑴　Mt. Fuji is the highest mountain in Japan.

　　　富士山は日本で ( )。
□⑵　Mike usually goes to school by bike, but this morning he walked to school.

　　　マイクはいつもは自転車で学校に通っていますが，( )。
□⑶　The train arrives at the station at nine every day.

　　　電車は ( )。
□⑷　I often visited Hokkaido when I was young.

　　　私は若いとき，( )。
□⑸　The earth goes round the sun.

　　　地球は ( )。
□⑹　I’ll come as soon as I’m ready.

　　　( )参ります。
□⑺　We’ll go on a picnic if it is fine tomorrow.

　　　私たちは ( )，ピクニックに行きます。
□⑻　What time does the concert end this evening?

　　　コンサートは今夜 ( )。
□⑼　A right angle has ninety degrees.

　　　直角は ( )。
□⑽　The United States of America was once part of the British Empire.

　　　アメリカ合衆国は ( )。

適語選択  現在・過去

2 次の日本文に合うように，（　　）に適する語句をア～ウより選び，記号で答えなさい。
□⑴　京都には多くの有名なお寺や神社があります。
　　　Kyoto (　　　　　) a lot of famous temples and shrines.

　　　ア　have　　　　イ　has　　　　ウ　had

□⑵　私はたいてい夕食の後でコーヒーを２杯飲みます。
　　　I usually (　　　　　) two cups of coffee after dinner.

　　　ア　drink　　　　イ　drinks　　　　ウ　drank

□⑶　月は地球の周りを４週間で回ります。
　　　The moon (　　　　　) around the earth in four weeks.

　　　ア　go　　　　イ　goes　　　　ウ　went

□⑷　コロンブスが 1492 年にアメリカを発見しました。
　　　Columbus (　　　　　) America in 1492.
　　　ア　discover　　　　イ　discovers　　　　ウ　discovered

□⑸　トムは昨日図書館で本を２冊読みました。
　　　Tom (　　　　　) two books in the school library yesterday.

　　　ア　read　　　　イ　reads　　　　ウ　readed
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2 未来

学習のポイント 未来を表す形と特別な意味を持つ用法をしっかり覚えましょう。

語 句 チ ェ ッ ク

P.23で扱う語句を確認しよう。
1問題 ・by～　～までには　　　・eclipse[ikl]ps] 名　（太陽・月の）食
2問題 ・grow up　大人になる　　　・look after ～　～の世話をする

・turn off ～　～（のスイッチ）を切る

イクリプス

1 Kate will be a high school student next year.

（ケイトは来年，高校生になります。）

2 He will not listen to my advice.

（彼は私の忠告を聞き入れようとしません。）

3 It is going to snow tonight.

（今夜は雪が降りそうです。）

• advice「忠告，助言，ア
ドバイス」
• snow「雪が降る」

未来を表す用法 ⑴　単純未来：主語や話し手の意志によらずに，自然にその状態になる場合や予定を表し
ます。「～だろう」と訳すことが多い。 例文1

⑵　意志未来：主語や話し手の意志を表します。「～するつもりだ」「～しよう」と訳すこ
とが多い。 例文2

⑶　近未来：時間的にすぐ行われそうな事柄を表します。「～しようとしている」「～しそ
うだ」と訳すことが多い。 例文3

未来を表す形 • 動詞の原形の前に，will，shall，be going toをつけます。ただし，これらは用法
によって使い分ける必要があります。
　

　＊（注）　shallを用いて「単純未来」を表すこともできますが，口語ではあまり用いません。
相手の意志を聞く疑問 •  willや shallを用いた疑問文で，決まった意味になる場合があります。
文 ⑴　Will you ～?：①　～してくれませんか（依頼）

　Will you help me with my homework?─ All right.

　（私の宿題を手伝ってくれませんか。─いいですよ。）
②　～しませんか（勧誘）
　Will you have another cup of coffee?─ Yes, please.

　（もう１杯コーヒーはいかがですか。─はい，お願いします。）
⑵　Shall I ～?：（私が）～しましょうか（相手の意向を尋ねる）

Shall I close the window?─No, thank you.

（窓を閉めましょうか。─いいえ，結構です。）
⑶　Shall we ～?：（いっしょに）～しましょうか（勧誘）

Shall we have lunch in the park?─ Yes, let’s.

（公園で昼食をとりましょうか。─はい，そうしましょう。）

単純未来 意志未来 近未来
will ○ ○ ×
shall ＊（注）（○） ○ ×
be going to ○ ○ ○
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和訳完成  未来

1 次の英文の意味を完成させなさい。
□⑴　Mary will do this work tomorrow.

　　　メアリーは ( )。
□⑵　Will you be busy next Sunday?

　　　あなたは ( )。
□⑶　Tomorrow’s weather will be cloudy and cold.

　　　明日の天気は ( )。
□⑷　I’ll let you know by tomorrow.

　　　私は ( )。
□⑸　There’s going to be an eclipse of the moon tonight.

　　　今夜は ( )。
□⑹　She is going to have a baby in June.

　　　彼女は６月に ( )。
□⑺　Will you wait for me if I am a little late?

　　　私が少し遅れても ( )。
□⑻　Shall I help you with the dishes? 

　　　皿洗いを ( )。
□⑼　Shall we go and see a movie tonight?

　　　今夜は ( )。
□⑽　It’s going to rain tonight.

　　　また ( )。

適語補充  未来

2 次の日本文に合うように，（　　）に与えられた文字で始まる適語を入れ，英文を完成させなさい。
□⑴　父は６月に 75 歳になります。
　　　My father (w　　　　　　) (b　　　　　　) seventy-five years old in June.

□⑵　土曜日の夜は公園でコンサートがあります。
　　　There (w　　　　　　) (b　　　　　　) a concert in the park on Saturday night.

□⑶　休暇はどこへ行くつもりですか。
　　　Where (a　　　　　　) you (g　　　　　　) (t　　　　　　) go for your holidays?

□⑷　私は大きくなったら医者になるつもりです。
　　　I’m (g　　　　　　) (t　　　　　　) be a doctor when I (g　　　　　　) up.

□⑸　音楽でも聴きましょうか。
　　　(S　　　　　　) (w　　　　　　) listen to some music?

□⑹　私が外出している間，犬の世話をしてくれませんか。
　　　(W　　　　　　) (y　　　　　　) look after my dog when I go out?

□⑺　暖房を切りましょうか。
　　　(S　　　　　　) I (t　　　　　　) off the heater?

□⑻　彼女は来週以後はあまり忙しくないでしょう。
　　　She (w　　　　　　) (n　　　　　　) (b　　　　　　) so busy after next week.　

3. 時制⑴
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3 進行形

学習のポイント 現在，過去，未来時制の進行形の形と用法を覚えましょう。

語 句 チ ェ ッ ク

P.25で扱う語句を確認しよう。
1問題 ・the science of medicine　医学　　　・rapidly[r!pidli] 副　急速に

・destination[d"stcn'iÍCn] 名　目的地　　　・more and more　ますます　　　
・cough[k%(;)f] 動　せきをする　　　・all night long　一晩中

ウラピドリ

デスティネイション

コ(ー)フ

1 Mike is looking for his dictionary in his room.

（マイクは自分の部屋で辞書を探しています。）

2 He is always complaining about something.

（彼はいつも何かについて不平を言っています。）

3 My father is coming home soon.

（父はすぐに帰宅します。）

4 Keiko was eating dinner when I called her.

（私が恵子に電話したとき，彼女は夕食を食べていました。）

5 It will be raining at this time tomorrow.

（明日の今頃は雨が降っているでしょう。）

• look for～「～を探す」
• complain「不平を言う，
文句を言う」
• call「～に電話する」
• rain「雨が降る」

進行形の意味と形 • 基本的に，ある期間内に動作が進行中であることを表します。現在，過去，未来時制す
べてに進行形があります。

　形は〈be動詞＋現在分詞（～ing）〉で，be動詞の部分で時制を表します。
現在進行形の形と用法 • 現在進行形は〈am［is，are］＋～ing〉で表します。

⑴　現在進行中の動作を表します。「～している」と訳します。 例文1

⑵　繰り返し行われる動作を表します。「～してばかりいる」と訳します。 例文2

⑶　近い未来の予定を表します。この用法では主に，go，come，start，leaveなどの
動詞が用いられます。また，未来を表す副詞（句）を伴うのがふつうです。 例文3

過去進行形の形と用法 • 過去進行形は〈was［were］＋～ing〉で表します。
⑴　過去のある時点で進行中だった動作を表します。「～していた」と訳します。 例文4

⑵　過去に繰り返し行われていた動作を表します。「～ばかりしていた」と訳します。
⑶　過去のある時点における，近い未来の予定を表します。

未来進行形の形と用法 • 未来進行形は〈will be＋～ing〉で表します。
⑴　未来のある時点で進行していると思われる動作を表します。「～しているだろう」
と訳します。 例文5

⑵　近い未来の予定を表します。
進行形にしない動詞 • 原則として，次のような動作は進行形にはしません。

〈進行形にしない動詞〉
①　状態を表す動詞：be動詞，have，belong，liveなど
②　感情・感覚などを表す動詞：like，love，hate，think，know，want，see，hear，

feelなど
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和訳完成  進行形

1 次の英文の意味を完成させなさい。
□⑴　My cat is sleeping on the sofa now.

　　　うちの猫が今 ( )。
□⑵　The science of medicine is changing rapidly.

　　　医学が ( )。
□⑶　I was taking a bath when my father came home.

　　　父が帰宅したとき，私は ( )。
□⑷　He is always complaining of his wife.

　　　彼は ( )。
□⑸　Mr. Smith is leaving soon to his own country.

　　　スミスさんは ( )。
□⑹　This time tomorrow I’ll be lying on a beach in Hawaii.

　　　明日の今頃はハワイの浜辺で ( )。
□⑺　It was raining when I arrived at my destination.

　　　私が目的地に着いたとき，( )。
□⑻　The book is getting more and more interesting.

　　　その本は ( )。
□⑼　I was coughing all night long.

　　　私は一晩中 ( )。
□⑽　Will you be having dinner out this evening?

　　　今夜は外で ( )。

適語選択  進行形

2 次の日本文に合うように，（　　）に適する語句をア～ウより選び，記号で答えなさい。
□⑴　彼は古い寺についてたくさん知っています。
　　　He (　　　　　) a lot about old temples.

　　　ア　knows　　　　イ　knew　　　　ウ　is knowing

□⑵　私が叔母を訪ねたとき，叔母は夕食を作っていました。
　　　When I called on my aunt, she (　　　　　) dinner.

　　　ア　cooked　　　　イ　was cooking　　　　ウ　were cooking

□⑶　来年の今頃，君はフランスで仕事をしているでしょう。
　　　You (　　　　　) in France at this time next year.

　　　ア　were working　　　　イ　will be working　　　　ウ　will working

□⑷　亜紀と早紀はテニス部に所属しています。
　　　Aki and Saki (　　　　　) the tennis club.

　　　ア　are belonging to　　　　イ　belong to　　　　ウ　are belonging

□⑸　あなたが入ってきたとき，まだ雨は降っていましたか。
　　　(　　　　　) still raining when you came in?

　　　ア　Is it　　　　イ　Was it　　　　ウ　Are you
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適語選択  現在・過去の区別

1 次の（　　）内から適する語句を選び，○で囲みなさい。
□⑴　Tom and Jim (do / does / did) their homework in the classroom after school every Friday.

□⑵　It (begin / begins / began) to snow as soon as my brother came home.

□⑶　China and Thailand (have / has / had) many famous temples and shrines.

□⑷　Jim threw the stone and (break / breaks / broke) the window.

□⑸　It (get / gets / got) colder and colder as night came on.

□⑹　Ken (come / comes / came) to see me yesterday.

書きかえ  現在・過去・未来・進行形

2 次の英文を（　　）内の語句を用い，〈　　〉内の指示に従って書きかえなさい。
□⑴　Tom writes a letter.　(tomorrow)〈willを用いた未来形の文に〉

□⑵　The children play soccer in the park.　(now)〈進行形の文に〉

□⑶　Your mother read these magazines.　(last week) 〈疑問文に〉

□⑷　Mary has a meeting.　(next Saturday)〈be going toを用い未来形の文に〉

□⑸　He goes to his office by bike.　(always)〈疑問文に〉

□⑹　My father and I watched a baseball game on TV.　(at that time) 〈進行形の否定文に〉

□⑺　We go to the library after school.　(Let’s)〈勧誘の文に〉

□⑻　My son is playing the guitar in a concert hall.　(next month) 〈未来進行形の文に〉
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3. 時制⑴

適語補充  現在・過去・未来・進行形

3 次の日本文に合うように，（　　）に与えられた文字で始まる適語を入れ，英文を完成させなさい。
□⑴　私はその試験に合格するために全力を尽くすつもりです。

I (w　　　　　　) (d　　　　　　) my best to pass the exam.

□⑵　私は帰宅後にお皿を洗いませんでした。
I (d　　　　　　) (d　　　　　　) the dishes after coming home.

□⑶　彼女は今度の日曜日に公園へ行く予定です。
She’s (g　　　　　　) (t　　　　　　) go to the park next Sunday.

□⑷　駅への道を教えてくれませんか。
(W　　　　　　) you (t　　　　　　) me the way to the station?

□⑸　彼の学校では音楽は必修科目ではありません。
At his school music (i　　　　　　) (n　　　　　　) a compulsory subject.

□⑹　姉はいつも暑いとこぼしていました。
　　　My sister was (a　　　　　　) (c　　　　　　) of the hot.

□⑺　電気を消しましょうか，それともまだ宿題をするのですか。
(S　　　　　　) I turn off the light or (w　　　　　　) you still do your homework?

□⑻　明日の朝起きたら，雨が降っていることでしょう。
When you get up tomorrow morning, it (w　　　　　　) (b　　　　　　) raining.

語順整序  現在・過去・未来・進行形

4 次の日本文に合うように，（　　）内の語句を並べかえ，英文を完成させなさい。
□⑴　彼女は英語を話すとき，妙なアクセントがあります。

She (a / when / funny / she / accent / speaks / has) English.

She  English.

□⑵　私は夕べ宿題をしませんでした。
　　　I (my / didn’t / last / homework / do) night.

I  night.

□⑶　明日東北地方に雪が降るでしょう。
There (snow / will / over / the Tohoku area / be) tomorrow.

There  tomorrow.

□⑷　今から１週間後には私は試験を受けているでしょう。
A week from now I (be / the exam / taking / will).

A week from now I  .

□⑸　生徒達は学生生活をより良いものにする会議をひらくことを計画しています。
The students (meeting / improve / a / are / to / planning) their school lives.

The students  their school lives.

) you still do your homework?
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