
時制 

実力確認問題 

 

問題１：空欄を適切な選択肢で埋めなさい。 

1) I (     ) in China for three years when I was a child, but I can’t speak Chinese 

at all. 

①have been 

②have once stayed 

③lived 

④went 

 

正解：③ 

 

2) Take an umbrella with you in case (     ). 

①it rains 

②it shall rain 

③it will be raining 

④it will rain 

 

正解：① 

 

3) “Have you ever seen that movie?” 

“Yes. When I was in Tokyo, I (     ) it three times.” 

①had seen 

②have seen 

③saw 

④would see 

 

正解：③ 

 

問題２：次の日本語を英語に直しなさい。 

 

1) 十年間この街に住んでいる。 



I have lived in this town for ten years. 

2) 来年で十年間この街に住んでいることになる。 

I will have lived in this town for ten years next year. 

3) 警察が銀行に着いた時、強盗たちはすでにその場からいなくなってい

た。 

When the police arrived at the bank, the robbers had already left the scene. 

  



時制の要注意ポイント 

過去形と過去完了形 

 

問題１：次の英文を和訳しなさい。 

I had been ill for a week when I saw a doctor.  

 

私が医者に診てもらったとき、私は一週間不調だった。 

   

問題２：適当な語句を選べ。   

私は子供のころ、3 年間パリで暮らしたことがあった。   

I (       ) in Paris for three years when I was a child.   

①have lived  

②had lived  

③lived  

 

③ 

  

問題３：英訳せよ。   

1) 私は昨日、3 時間英語を勉強した。  

I studied for three hours yesterday.   

2) 私は先週、3 日間入院した。 

I stayed in a hospital for three days last week.    

3) 私は先月、トムのところに 1 週間泊まった。  

I stayed at Tom’s place for one week last month.   

4) 私は去年、東京に 3 ヶ月滞在した。  

I stayed in Tokyo for three months last year.   

5) 私は子供のころ、3 年間パリで暮らしたことがあった。 

I lived in Paris for three years when I was a child. 

 

 

  



時制の要注意ポイント 

時・条件を表す副詞節では未来の

ことでも現在形 

when ・・・ 「・・・するときに」 

if ・・・ 「もし・・・したら」 

as soon as ・・・ 「・・・したらすぐ」 

by the time ・・・ 「・・・するときまでには」 

unless ・・・ 「・・・しないかぎり」 

 

のようなものが、『時・条件を表す副詞節』の代表格。これらの節では、 

未来のことを言う場合でも、動詞は『現在形』

になる。 

 

 

 

例：Mr. Williams will not go for a walk if it rains tomorrow. 

  （ウィリアムズさんは、明日雨が降ったら散歩に出かけないだろう。） 

 

例：Dad may buy me a video game when I become twelve. 

  （お父さんは、ボクが１２歳になったら、テレビゲームを買ってくれ

るかもしれない。） 

  



時を表す副詞節 

when S’ V’ ~ 

after S’ V’ ~ 

before S’ V’ ~ 

till/until S’ V’ ~ 

as soon as S’ V’ ~ 

the moment S’ V’ ~ 

by the time S’ V’ ~ 

whenever S’ V’ ~ 

 

 

条件を表す副詞節 

if S’ V’ ~ 

unless S’ V’ ~ 

 

問題 1：適当なものを選べ。 

1) Baby has put a button in his mouth. Quick! Take it from him before he (      ) 

it! 

①swallowed 

②will swallow 

③swallows 

④had swallowed 

 

正解：③ 

 

2) I'll let you know as soon as I (       ) from Paul. 

①would hear 

②will hear 

③hear 

④heard 

 

正解：③ 

 

問題 2：（  ）内の適当な語句を選べ。 

1) The time will surely come when she (leaves / will leave) you. 

 



正解：will leave 

 

2) “Is Bill still using your car?” 

“Yes, I wonder when he (returns / will return) it.” 

正解：will return 

 

3) Just phone and ask him if he (comes / will come) to Mary's birthday party. 

正解：will come 

 

問題 3：次の英文に誤りがあれば、直しなさい。 

1) He will call us as soon as he will finish the job. 

will finish →finished 

 

2) If the weather is fine, we will have the party in the garden. 

誤りなし。 

 

3) We want to know when she will arrive. 

誤りなし。 

 

4) We don't know if it will rain tomorrow, but if it will rain, we will stay at 

home and watch Titanic. 

will rain → rains 

 

*we don’t know if it will rain tomorrow の中の if it will rain tomorrow は名詞節

なので、未来のことは未来形で書く。 

5) We plan to marry after she will graduate from school next year. 

will graduate →graduates 

 

問題 4：適当なものを選べ。 

1) You may visit me whenever it (     ) you. 

①will suit 

②suit 

③suits 

④suited 

正解：③ 

 



 

2) Please wait till I (       ) this letter. 

①shall have written 

②will have written 

③have written 

④had written 

 

正解：③ 

 

問題５：次の日本語を英語に直しなさい。 

1) 明日雨が降るなら、家にいる。 

I’ll stay at home if it rains tomorrow. 

 

2) 明日雨が降るかどうか知りたい。 

I want to know if it will rain tomorrow. 

 

3) そのウイルスが消える日を彼らは待っている。 

They are waiting for the day when the virus will disappear. 

 

 

要注意ポイント 

 

１ 未来の時・条件を表す副詞節 動詞は現在形 

２ 未来の時・条件を表す名詞節 動詞は未来形 

３ 未来の時・条件を表す形容詞節 動詞は未来形 

 

 

1) I will stay at home if it rains tomorrow. 

明日雨が降るなら、家にいる。 

 

2) I want to know if it will rain tomorrow. 

明日雨が降るかどうか、知りたい。 



 

3) They are waiting for the day when the virus will disappear. 

そのウイルスが消える日を彼らは待っている。 

 


