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●時制の種類
　　動詞の表す動作・状態に関して，時間の区別を示す文法形態を時制という。英語には，現在時制・
過去時制・未来時制の３基本時制を中心に，それぞれ進行形，完了形と完了進行形があるので，合わ
せて 12 の時制があることになる。

動 詞 時 制 一 覧

　　時制と時間とは必ずしも一致するわけではない。現在時制が時に関係のない一定不変の真理を表し
たり，未来の時を示すこともある。

　　現在時制
⑴　現在の動作・状態，習慣，不変の真理を表す。
　　There are 35 students in this class.　（このクラスには 35 人の生徒がいる。）　〈状態〉
　　My mother drinks coffee for breakfast.　（母は朝食にコーヒーを飲む。）　〈習慣〉
　　Light travels faster than sound.　（光は音よりも速く伝わる。）　〈不変の真理〉
⑵　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る。
　　Let’s go hiking if it is sunny tomorrow.　〈if ～は条件を表す副詞節〉
　　（あした晴れたら，ハイキングに行こう。）
　　cf. I wonder if it will be sunny tomorrow.　〈if ～は wonderの目的語となる名詞節〉
　　（あしたは晴れるだろうか。）
⑶　未来の副詞句とともに，確定した未来の予定を表す。
　　The next train leaves at four fifteen.　（次の電車は４時 15 分に出る。）
　　過去時制
　過去の動作・状態，習慣を表す。

She visited Los Angeles last year.　（彼女は昨年ロサンゼルスを訪れた。）
　　未来表現
⑴　単純未来…意志によらず，自然にそうなることを表す。
　　Lisa will be seventeen years old next week.　（リサは来週 17 歳になる。）
⑵　意志未来
　①　主語や話し手の意志を表す。
　　　I will never forget your kindness.　（あなたのご親切はけっして忘れません。）
　②　相手の意志をたずねる。

学習

現　　 　　在 過　　 　　去 未　　 　　来
現　在　時　制

I do.
過　去　時　制

I did.
未　来　時　制

I will do.

現 在 進 行 形
I am doing.

過 去 進 行 形
I was doing.

未 来 進 行 形
I will be doing.

現 在 完 了 形
I have done.

過 去 完 了 形
I had done.

未 来 完 了 形
I will have done.

現在完了進行形
I have been doing.

過去完了進行形
I had been doing.

未来完了進行形
I will have been doing.
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　　　Will you（please） pass me the salt?　（塩を取ってもらえませんか。）　〈依頼〉
　　　Will you have another cup of tea?　（お茶をもう１杯いかがですか。）　〈勧誘〉
　　　Shall I help you with your baggage?　（お荷物を持つのをお手伝いしましょうか。）
　　　Shall we discuss the matter over coffee?　（コーヒーを飲みながらその問題について話し合いましょうか。）
⑶　未来を表すほかの表現
　①　be going toで近未来を表す。
　　　We are going to buy a new car next month.　（私たちは来月新車を買う予定だ。）
　　　It is going to rain in the afternoon.　（午後に雨が降りそうだ。）
　②　be about toで差し迫った未来を表す。
　　　 I was about to leave home when you came.　（あなたが来たとき，私は家を出ようとしていた。）
　③　be to構文で予定や運命などを表す。
　　　We are to meet in front of the library at two.　（私たちは２時に図書館の前で会う予定だ。）

　　進行形：〈be＋～ing〉
⑴　現在・過去・未来のある時点における進行中の動作を表す。
　　She is taking care of the baby.　（彼女はその赤ちゃんの世話をしている。）
　　 The students were doing their homework in the library.　（生徒たちは図書館で宿題をしていた。）
　　We will be seeing the sights of Nara at this time tomorrow.
　　（私たちはあしたの今ごろは奈良を観光しているだろう。）
⑵　現在・過去のくり返し行われる動作を表す。
　　He is always complaining about his job.　（彼は仕事のことでいつも不満を言ってばかりいる。）
⑶　近い未来の予定を表す。
　　Peter is coming to Japan next Tuesday.　（次の火曜日にピーターが日本に来る。）
⑷　状態を表す動詞や，感情・感覚を表す動詞はふつう進行形にしない。
　　He has a piano in his room.　（彼は部屋にピアノがある。）　〈状態〉
　　cf. He is having breakfast now.　（今，彼は朝食を食べている。）　〈動作〉
　　ふつう進行形にしない動詞
　　belong「所属している」，feel「感じる」，have「持っている」，hear「聞こえる」，like「好む」，
　　know「知っている」，see「見える」，think「思う」，want「欲する」など
　　現在完了形：〈have［has］＋過去分詞〉
⑴　現在までの完了・結果・経験・継続を表す。
　　 My sister has just been to the library.　（姉はちょうど図書館に行ってきたところだ。）　〈完了・結果〉
　　How often have you climbed Mt. Fuji?　（あなたは何回富士山に登ったことがありますか。）　〈経験〉
　　How long have you known each other?　（あなたたちは知り合ってどのくらいたちますか。）　〈継続〉
⑵　まぎらわしい現在完了形の表現
　　have been to ～「～へ行ったことがある」　〈経験〉，「～へ行ってきたところだ」　〈完了〉
　　have been in ～「～にずっといる」　〈継続〉，「～にいたことがある」　〈経験〉
　　have gone to ～「～へ行ってしまった（だからここにはいない）」　〈結果〉
⑶　現在完了形は過去を表す語句やWhen ～ ?とともには使えない。
　　 My father came（×has come） back from his trip yesterday.　（父はきのう旅行から帰ってきた。）

　　　When did you finish（×have you finished） your homework?　（あなたはいつ宿題を終えましたか。）
　　過去完了形：〈had＋過去分詞〉
⑴　過去のある時点までの完了・結果・経験・継続を表す。
　　I had already sold my car when you called me up.　〈完了・結果〉
　　（あなたが電話をかけてきたときには，私はすでに車を売ってしまっていた。）
　　He had never talked to the girl before she spoke to him.　〈経験〉
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　　（その少女が話しかけるまで，彼は一度も彼女と話したことがなかった。）
　　We had lived in Kyoto for a year before we came here.　〈継続〉
　　（私たちはここに来る前は京都に１年間住んでいた。）
⑵　大過去（ほかの過去より前の過去）
　　He lost the pen he had bought a few days before.　（彼は数日前に買ったペンをなくした。）
⑶　期待動詞の過去完了（実現しなかった過去）
　　I had expected to see Jim.　（ジムに会えると思っていたのだが。）
　　＝I expected to see Jim, but I didn’t［couldn’t］.
　　未来完了形：〈will have＋過去分詞〉未来のある時点までの完了・結果・経験・継続を表す。

They will have cut down all these trees by next spring.　〈完了・結果〉
　（彼らは来春までにこれらの木を全部切り倒してしまっているだろう。）

She will have visited Paris five times if she goes there again.　〈経験〉
　（彼女はまたパリに行けば５回訪れたことになる。）

We will have lived in Sapporo for ten years next August.　〈継続〉
　（私たちは次の８月で札幌に 10 年間住んだことになる。）
　※時や条件を表す副詞節の中で，未来完了の代用として現在完了が用いられる。
　　Come here again when you have done all the work.
　　（全部の仕事を終えたらまたここに来なさい。）

　　完了進行形：状態動詞を除き，継続はふつう完了進行形で表す。
It has been snowing for days on end.　（何日も雪が降り続いている。）
 He had been working without sleep until he collapsed.　（彼は倒れるまで眠らずに働き続けた。）
He will have been teaching at this school for twenty years next April.

　（彼は次の４月にはこの学校で 20 年間教えていることになる。）
　　時制の一致：主節の動詞が過去形のとき，従属節の動詞も過去形または過去完了形になる。
⑴　従属節の現在形の動詞や助動詞が過去形になる。
　　She said to me, “I will come to help you.”
　　→ She told me that she would come to help me.　（彼女は私を手伝いに来てくれると言った。）
⑵　従属節の過去形・現在完了形が過去完了形になる。過去完了形はそのまま。
　　The mayor said, “We gave［have given / had given］ a satisfactory explanation to the citizens.”
　　→ The mayor said that they had given a satisfactory explanation to the citizens.
　　（市長は満足のいく説明を市民にしたと言った。）
　　　時制の一致の例外
⑴　現在も変わらない事実・習慣や不変の真理は現在形のままにする。

I told him my mother is sick.　（私は母が病気だと彼に言った。）　〈現在も変わらない事実〉
　　The girl knew that the earth goes round the sun.　〈不変の真理〉
　　（その少女は地球が太陽の周りを回ることを知っていた。）
⑵　歴史上の事実は過去形のままにする。
　　He learned that the French Revolution broke out in 1789.
　　（彼はフランス革命は 1789 年に起こったと習った。）
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　　次の日本文に合う英文になるように，（　　）に適切な語（句）を選び，記号で答えなさい。
□⑴　私たちはあなたのお姉さんのことをよく知っている。 1（1）
　　　We （　　　　） your sister well.
　　　ア　know　　　　イ　are knowing　　　　ウ　had known
□⑵　スミスさんは来週東京に来る。 4（3）
　　　Mr. Smith （　　　　） to Tokyo next week.
　　　ア　come　　　　イ　will have come　　　　ウ　is coming
□⑶　オレンジジュースをいかがですか。 3（2）②
　　　（　　　　） you have some orange juice?
　　　ア　Do　　　　イ　Can　　　　ウ　Will
□⑷　私は昨年オーストラリアを訪れた。 2

　　　I （　　　　） Australia last year.
　　　ア　visit　　　　イ　visited　　　　ウ　have visited
□⑸　あなたたちはあしたの午後２時にはコンサートを楽しんでいることでしょう。 4（1）
　　　You （　　　　） the concert at two tomorrow afternoon.
　　　ア　are enjoying　　　　イ　have enjoyed　　　　ウ　will be enjoying
□⑹　けさ私が起きたときには，父は家を出てしまっていた。 6（1）
　　　My father （　　　　） home when I got up this morning.
　　　ア　has left　　　　イ　had left　　　　ウ　will have left
□⑺　名古屋駅に着いたら私に電話をください。 1（2）
　　　Please call me when you （　　　　） at Nagoya Station.
　　　ア　arrive　　　　イ　arrived　　　　ウ　will arrive
□⑻　私たちはコロンブスは 1492 年にアメリカに着いたと習った。 10（2）
　　　We learned Columbus （　　　　） America in 1492.
　　　ア　reach　　　　イ　reached　　　　ウ　had reached

　　次の日本文に合う英文になるように，　　　に適切な語を書きなさい。
□⑴　ペンをお貸ししましょうか。 3（2）②
　　　　　　　　　　　　　　　 lend you a pen?
□⑵　姉は以前ボストンに行ったことがある。 5（1）（2）
　　　My sister 　　　　　　　　　　　　 to Boston before.
□⑶　彼らは来月東京で会う予定だ。 3（3）③
　　　They are 　　　　　　 meet in Tokyo next month.
□⑷　ジョンは２日前に借りた本を読んだ。 6（2）
　　　John read the book he 　　　　　　　　　　　　 two days before.
□⑸　私はもう一度この本を読めば，３回読んだことになる。 7

　　　I will 　　　　　　　　　　　　 this book three times if I read it again.
□⑹　きのうの夕方から雨が降り続いている。 8

　　　It has 　　　　　　　　　　　　 since yesterday evening.
□⑺　彼はおなかがすいていると言った。 9（1）
　　　He said that he 　　　　　　 hungry.
□⑻　私はあしたの今ごろは飛行機に乗ってイギリスに向かっているだろう。 4（1）
　　　I will 　　　　　　　　　　　　 to the UK this time tomorrow.
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　　次の日本文に合う英文になるように，（　　）に適切な語（句）を選び，記号で答えなさい。
⑴　彼は今おりません。ちょっと前に事務所を出ました。
　　He isn’t in at the moment.  He （　　　　） the office just now.
　　ア　leaves　　　　イ　is leaving　　　　ウ　has left　　　　エ　left
⑵　ジェーンはちょうど家を出たところです。今行けば，追いつけますよ。
　　Jane （　　　　） home.  You can catch up with her if you go now.
　　ア　leaves　　　　イ　has just left　　　　ウ　is leaving　　　　エ　left
⑶　もし天気がよければ，サンディはこの週末は逗子にサーフィンに行きます。
　　Sandy （　　　　） surfing in Zushi this weekend if the weather is nice.
　　ア　is going　　　　イ　is going to　　　　ウ　has been　　　　エ　will
⑷　トムと私は小さいころからの親友です。
　　Tom and I （　　　　） good friends since we were children.
　　ア　are　　　　イ　were　　　　ウ　have been　　　　エ　had been
⑸　私はスコットランドの少女と３年間文通しています。
　　I （　　　　） with a girl in Scotland for three years.
　　ア　correspond　　　　イ　am corresponding
　　ウ　was corresponding　　　　エ　have been corresponding
⑹　私が借りたときにはそのアパートは数か月空だった。
　　The apartment （　　　　） for some months when I rented it.
　　ア　was empty　　　　イ　has been empty
　　ウ　had been empty　　　　エ　will be empty

　　次の英文の下線部に含まれる文法上の誤りを訂正しなさい。
⑴　“Have you bought sugar?” “Yes.  I have just gone to the store.”
　　　　　　　　　　　　  → 　　　　　　　　　　 
⑵　I’m waiting for her to come here, because she said school was over at two on Wednesdays.
　　　　　　　　　　　　  → 　　　　　　　　　　 
⑶　The teacher told us that the United States had become independent of England in 1776.
　　　　　　　　　　　　  → 　　　　　　　　　　 
⑷　I won’t speak to her until she will apologize to me for that.
　　　　　　　　　　　　  → 　　　　　　　　　　 
⑸　How about taking a walk when you will have written the letter?
　　　　　　　　　　　　  → 　　　　　　　　　　 

　　次の各組の文がほぼ同じ内容を表すように，　　　に適切な語を書きなさい。

⑴
I’ve never seen such a beautiful picture as this.

　　This is the 　　　　　　 beautiful picture that I 　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

⑵
He will come before long.

　　It 　　　　　　 not be long 　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

⑶
My father has been dead for ten years.

　　　　　　　　　　　　　　 ten years 　　　　　　 my father 　　　　　　.

⑷
He said, “I posted the parcel two hours ago.”

　　He said that 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 the parcel two hours 　　　　　　.
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⑸
Do you want me to play the piano?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 the piano?

　　次の英文の（　　）に適切な語（句）を選び，記号で答えなさい。
⑴　“How （　　　　） have you been in this hotel?” “Since last Friday.”
　　ア　long　　　　イ　many　　　　ウ　often　　　　エ　much
⑵　I ordered that new book, but I haven’t received it （　　　　）.
　　ア　yet　　　　イ　still　　　　ウ　before　　　　エ　already
⑶　He （　　　　） his own company when he was twenty-six years old.
　　ア　has started　　　　イ　will have started　　　　ウ　starts　　　　エ　started
⑷　Kanako （　　　　） never studied French before she went to college.
　　ア　has　　　　イ　have　　　　ウ　having　　　　エ　had
⑸　I’ll tell you about it in detail when you （　　　　） home.
　　ア　shall come　　　　イ　came　　　　ウ　come　　　　エ　had come
⑹　When I got home, I found I （　　　　） my wallet.
　　ア　would lose　　　　イ　was lost　　　　ウ　have lost　　　　エ　had lost
⑺　There （　　　　） the bus; now we will have to walk.
　　ア　went　　　　イ　goes　　　　ウ　had been　　　　エ　comes
⑻　The football game （　　　　） over by 10:30.
　　ア　will be　　　　イ　is not　　　　ウ　is　　　　エ　has not been
⑼　When the phone rang, I was about （　　　　） home.
　　ア　leaving　　　　イ　to leave　　　　ウ　on leaving　　　　エ　to have left
⑽　We （　　　　） the project by the time you come back to Japan.
　　ア　will have completed　　　　イ　have completed
　　ウ　have been completing　　　　エ　completed
⑾　It is the most amazing thing I （　　　　）.
　　ア　have never heard　　　　イ　had once heard
　　ウ　have ever heard　　　　エ　have not heard until now

　　日本文に合う英文になるように，語（句）を並べかえて全文を書きなさい。
⑴　スミス先生は来月で日本に 10 年いることになる。
　　Mr. Smith （in / have / will / next / Japan / for / stayed / ten years） month.
　　
⑵　前日雨が降ったので，道はぬかるんでいた。
　　The road was （as / before / had / it / muddy / rained / the day）.
　　
⑶　３週間の海外旅行は夢のようだった。
　　Our （a / abroad / dream / like / three-week / trip / was）.
　　
⑷　サラは私に英語を教えてくれると言った。
　　Sara （me / me / would / that / English / she / told / teach）.
　　
⑸　私があなたを見たとき，あなたは食料を買おうとしていた。
　　When I saw you, （to / were / some / about / you / food / buy）.
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　　次の英文の（　　）に適切な語（句）を選び，記号で答えなさい。
⑴　“I think Mr. Smith said something nice the other day.  Do you remember?”
　　“Yes, he told us that he （　　　　） us a lot of new clothes.”
　　ア　gives　　　　イ　will give　　　　ウ　would give　　　　エ　will be giving
⑵　“The famous cherry tree （　　　　） because of pollution.”
　　“Yes, we have to do something to save it.”
　　ア　has death　　　　イ　has died　　　　ウ　is dead　　　　エ　is dying
⑶　“Are John and Mary still living in New York?”
　　“No, they （　　　　） to Dallas.”
　　ア　are just moved 　　イ　had just moved　　ウ　have just moved　　エ　will just move
⑷　 “I’m very sorry, but the manager isn’t here yet.  Shall I have her call you when she gets in?”
　　“No, I’ll call back.  If I call again in an hour, do you think she （　　　　）?”
　　ア　had arrived　　　　イ　has arrive　　　　ウ　will arrive　　　　エ　will have arrived
⑸　“Do you know what Junko is doing?”
　　“Well, she （　　　　） information when I saw her a while ago.”
　　ア　has been updating　　イ　is updating　　ウ　may be updating　　エ　was updating
⑹　“Your girlfriend is visiting you now, right?”
　　“No, not yet.  She （　　　　） next Sunday.”
　　ア　came　　　　イ　is coming　　　　ウ　has come　　　　エ　had come
⑺　“Has Ms. Brown taught at this school for long?”
　　“Yes.  After her final lecture tomorrow, she （　　　　） a teacher for exactly 25 years.”
　　ア　is　　　　イ　was　　　　ウ　had been　　　　エ　will have been

　　次の英文の下線部のうち，誤りのある箇所を訂正しなさい。また，できた全文を日本語に直しなさい。
⑴　He has decided to be a professional baseball player when he was only seven years old.
　　　　　　　　　　　　  → 　　　　　　　　　　 
　　［ ］
⑵　I didn’t see her at the party last night because she has gone home before I arrived.
　　　　　　　　　　　　  → 　　　　　　　　　　 
　　［ ］

　　次の日本文を（　　）内の指示にしたがって，英語に直しなさい。
⑴　私が先月彼に会ったとき，彼は１か月前に彼の家の家具を配置しなおしたと言った。
　　（rearrange, a month before を使って）
　　
⑵　忘れないうちに彼の電話番号を書きとめておきなさい。（write down を使って）
　　
⑶　バスがその町に着いたとき，バスに乗っていたすべての人が窓の外をじっと見つめていた。
　　（stare out of the windows を使って）
　　
⑷　私たちはあしたの今ごろは会議に出席しているだろう。（attendを使って）
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　　次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。
Frank hurried out of the study when the phone began to ring.  The call would be from his 

wife Molly. 〔　①　〕.
“Hello, dear,” he said. “Hello,” he said again.
“Hi, Frank.  This is Ann.  Can I talk to Molly?”
“Ann, hi.  That’s funny.  I thought 〔　②　〕 by now.”
“I was supposed to be.  But 〔　③　〕.”
“Oh, hasn’t she?  It doesn’t make sense.  AMolly has left home two hours ago.”
“〔　④　〕 at this crowded West Exit.”
“Oh, I’m sorry.  But did you say West?  I have a feeling Molly said 〔　⑤　〕 at the East.”
“Oh, did she?”
“Listen Ann.  Molly will be calling me later.  What （　Ｂ　） say?”
“Please tell Molly 〔　⑥　〕 at the East Exit. Tell her to stay where she is.”
“All right.  I’ll tell her.  Bye.”
Frank hung up.  The phone rang again.
“Hello, is this Molly?”
“Yes.  Apparently 〔　⑦　〕 at the East Exit by mistake.  Now I am at the West.  But she isn’t 

here, either.  Did she give you a call?”
⑴　〔　①　〕～〔　⑦　〕に入れるのに適切な文を次から選び，記号で答えなさい。ただし大文字で書き
始める文もすべて小文字にしてある。

　ア　I’ve been waiting for an hour　　　　イ　I was waiting for Ann
　ウ　you’d be with Molly　　　　エ　I’ll be right there
　オ　she hasn’t turned up　　　　カ　he had asked her to call
　キ　she would be waiting for you
　　　①［　　　］　　②［　　　］　　③［　　　］　　④［　　　］　　⑤［　　　］　　
　　　⑥［　　　］　　⑦［　　　］
⑵　下線部Aの文法的な誤りを訂正して，全文を書きなおしなさい。
　　
⑶　（　Ｂ　）に適切な語句を次から選び，記号で答えなさい。 ［　　　］
　ア　shall I　　　　イ　will she　　　　ウ　would you　　　　エ　should we

　　日本文に合う英文になるように，語（句）を並べかえて全文を書きなさい。
　⑴　来年の夏までに新しい従業員を採用しようかと考えています。
　　I （am / by / new / of / thinking / employees / recruiting） next summer.
　　
⑵　待つほどもなく花嫁が姿を現した。
　　We （the bride / waited / appeared / had / before / not / long）.
　　
⑶　ジョンとメアリーは来月結婚 25 回目の記念日を迎える。
　　John and Mary （wedding anniversary / be / will / next / their / celebrating / 25th） month.
　　
⑷　私の知る限り，この家には長いことだれも住んでいない。
　　As far as I know, （lived / for / one / house / in / no / has / this） long.
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