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●ねらいと特色
　本書は，年間の学習を通して，高校１年生で学習する英語の文法内容を完全に理解し習得すること
をめざす平常学習用テキストです。また文法事項の学習だけでは身につかない英文解釈力の養成も目
標としています。
　高校１年生で学習する事項の多くは中学で学習したことの発展です。しかし，既習事項とはいえ,
その内容は数段レベルアップしますし，新しい項目も出てきます。ですから大学受験を最終目標とす
る場合，確固たる基礎作りに欠かせない，重要な学習内容であると考えられます。
　本書では,文法編で基礎レベルから中級レベルまでの英文法問題が体系的に学習できるような構成
をとり，学力の基礎固めとともに幅広い英文法知識の習得をめざします。
　英文解釈編は，英文をたくさん読んで，教科書や入試問題などでよく見られる語句・構文・慣用表
現に重点を置いた学習を行います。英語独特の構文や慣用表現になれ，正確な解釈力を身につけます。

●構成と使い方
文法編
・全体を28のLessonに分け，各Lessonは４ページで構成されます。
・数Lessonごとに，定着度をはかる「まとめの問題」を配しました。

英文解釈編
・各講座１ページの構成で19講座あります。
・Let’s Learnで例文と重要ポイントを確認して，和訳問題に取り組みます。

☆各レッスンの構成
重要暗記例文 各事項の理解と英作文に役立つ代表的な例文とその訳文

要点のまとめ 重要暗記例文に含まれる項目ごとのポイント説明

練 習 問 題 Ａ ポイントを明示して並べられた基本的なドリル問題

練 習 問 題 Ｂ 重要な頻出問題を含む中級レベルのドリル問題
英作文・英訳が中心

☆各レッスンの構成
Let’s Learn 例文と重要ポイントのまとめ

全 訳 問 題 段階を追って並べられた短い英文の和訳問題
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₄

□①　You are a high school student, arenʼt you ? （あなたは高校生ですね）

□②　Tell me why you are late. （なぜ遅れたのか言いなさい）

□③　How beautiful your mother is ! （あなたのお母さんはなんて美しいのだろう）

□④　I waited for him at the station. （私は駅で彼を待ちました）

□⑤　My mother was cooking when I got home. （私が帰宅したとき，母は料理をしていた）

1 文の種類⑴……意味や内容による分類

⒜　平叙文：事実や考えをそのまま述べる文で，肯定文と否定文がある。

⒝　疑問文：何かを尋ねる文。肯定疑問文と否定疑問文がある。

　①　否定疑問文

　　　Didnʼt Tom join you ? ── No, he didnʼt.　（～しなかったのですか──はい，しませんでした）

　　▶否定疑問文の答え方に注意。肯定の内容ならYes，否定の内容ならNo。

　②　付加疑問文　確認したり同意を求めるために，平叙文のあとに付け加えた疑問文。 （☞①）

　　　Jane ʰａｓｎʼｔ come yet, has she ?
　　　Mr. Smith ｎｅｖｅｒ says bad things about others, does he ?
⒞　命令文：相手に命令する文。主語を省略し，動詞の原形で始める。 （☞②）

　　Ｐˡｅａｓｅ close the door. / Letʼs have lunch together.
　　Donʼt open the window. / Donʼt be noisy, ｐˡｅａｓｅ.
　　Letʼs go shopping, ｓʰａˡˡ　ʷｅ　⁇ / Stay here, ʷｉˡˡ　ｙｏｕ　⁇
⒟　感嘆文：驚きなどの強い感情を表す文。 （☞③）

　　How interesting this story is !　（How＋形容詞［副詞］（＋主語＋動詞）!）
　　What a long bridge this is !　（What a＋形容詞＋名詞（＋主語＋動詞）!）
2 句と節　（☞④⑤）

⒜　句：名詞，形容詞，副詞などの働きを持った語のまとまり。〈主語＋動詞〉の形を含まない。

　　Look at that tall boy.　（名詞句） / Look at the boy under the tree.　（形容詞句）

　　I found the book in the library.　（副詞句）

⒝　節：〈主語＋動詞〉の形を含み，文の一部となるもの。

　　I think that Iʼm happy.　（名詞節） / I have a friend who lives in Kobe.　（形容詞節）

　　I couldnʼt go because I was sick.　（副詞節）

3 文の種類⑵……構造による分類

⒜　単文：主語と動詞が一組の文。 （☞④）

⒝　重文：二つ以上の節をandやbutなどの等位接続詞で結んだもの。

⒞　複文：従属節（名詞節・形容詞節・副詞節）を含む文。 （☞②⑤）

◆ 重要暗記例文 ◆

Lesson 1　文の種類・句と節

ʟｅｓｓｏｎ　₁　文の種類・句と節　　₅

1 〔疑問文・否定文〕　次の文をａ．疑問文，ｂ．否定文に書きかえよ。

⑴　The girl under the tree is Mary.
ａ． 
ｂ． 
⑵　He played soccer when he was a student.
ａ． 
ｂ． 
⑶　We can learn many things here.
ａ． 
ｂ． 
⑷　Tom goes to school by bicycle.
ａ． 
ｂ． 

2 〔付加疑問文〕　次の文の空所に適する語句を書いて，付加疑問文を完成させよ。

⑴　Ｍs. Tanaka is your teacher, 　　　　　　　　　　 ?
⑵　Your mother gets up early, 　　　　　　　　　　 ?
⑶　It wonʼt snow this afternoon, 　　　　　　　　　　 ?
⑷　You can swim well, 　　　　　　　　　　 ?
⑸　The boys didnʼt go to the park, 　　　　　　　　　　 ?
⑹　Letʼs have lunch in the park, 　　　　　　　　　　 ?
⑺　There is a flower shop at the corner, 　　　　　　　　　　 ?
⑻　You have never met my father, 　　　　　　　　　　 ?

3 〔命令文〕　次の文を命令文に書きかえよ。

⑴　You must stay at home today.
 

⑵　You must not leave your bicycle here.
 

⑶　You must be quiet while Iʼm speaking.
 

⑷　You mustnʼt be noisy in the theater.　（pleaseを使って）

 
⑸　Shall we play tennis after school ?

 

練習問題 A

重要暗記例文

英文解釈

文の種類・句と節1 

文法編



₄

□①　You are a high school student, arenʼt you ? （あなたは高校生ですね）

□②　Tell me why you are late. （なぜ遅れたのか言いなさい）

□③　How beautiful your mother is ! （あなたのお母さんはなんて美しいのだろう）

□④　I waited for him at the station. （私は駅で彼を待ちました）

□⑤　My mother was cooking when I got home. （私が帰宅したとき，母は料理をしていた）

1 文の種類⑴……意味や内容による分類

⒜　平叙文：事実や考えをそのまま述べる文で，肯定文と否定文がある。

⒝　疑問文：何かを尋ねる文。肯定疑問文と否定疑問文がある。

　①　否定疑問文

　　　Didnʼt Tom join you ? ── No, he didnʼt.　（～しなかったのですか──はい，しませんでした）

　　▶否定疑問文の答え方に注意。肯定の内容ならYes，否定の内容ならNo。

　②　付加疑問文　確認したり同意を求めるために，平叙文のあとに付け加えた疑問文。 （☞①）

　　　Jane ʰａｓｎʼｔ come yet, has she ?
　　　Mr. Smith ｎｅｖｅｒ says bad things about others, does he ?
⒞　命令文：相手に命令する文。主語を省略し，動詞の原形で始める。 （☞②）

　　Ｐˡｅａｓｅ close the door. / Letʼs have lunch together.
　　Donʼt open the window. / Donʼt be noisy, ｐˡｅａｓｅ.
　　Letʼs go shopping, ｓʰａˡˡ　ʷｅ　⁇ / Stay here, ʷｉˡˡ　ｙｏｕ　⁇
⒟　感嘆文：驚きなどの強い感情を表す文。 （☞③）

　　How interesting this story is !　（How＋形容詞［副詞］（＋主語＋動詞）!）
　　What a long bridge this is !　（What a＋形容詞＋名詞（＋主語＋動詞）!）
2 句と節　（☞④⑤）

⒜　句：名詞，形容詞，副詞などの働きを持った語のまとまり。〈主語＋動詞〉の形を含まない。

　　Look at that tall boy.　（名詞句） / Look at the boy under the tree.　（形容詞句）

　　I found the book in the library.　（副詞句）

⒝　節：〈主語＋動詞〉の形を含み，文の一部となるもの。

　　I think that Iʼm happy.　（名詞節） / I have a friend who lives in Kobe.　（形容詞節）

　　I couldnʼt go because I was sick.　（副詞節）

3 文の種類⑵……構造による分類

⒜　単文：主語と動詞が一組の文。 （☞④）

⒝　重文：二つ以上の節をandやbutなどの等位接続詞で結んだもの。

⒞　複文：従属節（名詞節・形容詞節・副詞節）を含む文。 （☞②⑤）

◆ 重要暗記例文 ◆

Lesson 1　文の種類・句と節

ʟｅｓｓｏｎ　₁　文の種類・句と節　　₅

1 〔疑問文・否定文〕　次の文をａ．疑問文，ｂ．否定文に書きかえよ。

⑴　The girl under the tree is Mary.
ａ． 
ｂ． 
⑵　He played soccer when he was a student.
ａ． 
ｂ． 
⑶　We can learn many things here.
ａ． 
ｂ． 
⑷　Tom goes to school by bicycle.
ａ． 
ｂ． 

2 〔付加疑問文〕　次の文の空所に適する語句を書いて，付加疑問文を完成させよ。

⑴　Ｍs. Tanaka is your teacher, 　　　　　　　　　　 ?
⑵　Your mother gets up early, 　　　　　　　　　　 ?
⑶　It wonʼt snow this afternoon, 　　　　　　　　　　 ?
⑷　You can swim well, 　　　　　　　　　　 ?
⑸　The boys didnʼt go to the park, 　　　　　　　　　　 ?
⑹　Letʼs have lunch in the park, 　　　　　　　　　　 ?
⑺　There is a flower shop at the corner, 　　　　　　　　　　 ?
⑻　You have never met my father, 　　　　　　　　　　 ?

3 〔命令文〕　次の文を命令文に書きかえよ。

⑴　You must stay at home today.
 

⑵　You must not leave your bicycle here.
 

⑶　You must be quiet while Iʼm speaking.
 

⑷　You mustnʼt be noisy in the theater.　（pleaseを使って）

 
⑸　Shall we play tennis after school ?

 

練習問題 A

英文解釈



₆　　ʟｅｓｓｏｎ　₁　文の種類・句と節

4 〔感嘆文〕　次の文を，下線部を強める感嘆文に書きかえよ。

⑴　He is a good pianist.
 

⑵　He plays the piano well.
 

⑶　The sun is shining brightly.
 

⑷　My grandmother told us funny stories.
 

5 〔単文・重文・複文〕　次の文が単文・重文・複文のどれであるかを（　　）に書け。

⑴　Because I was very tired, I went to bed soon. （　　　　　　　）

⑵　Yesterday I went shopping downtown with my mother. （　　　　　　　）

⑶　He says that he was born in London. （　　　　　　　）

⑷　I asked her name, but she didnʼt answer. （　　　　　　　）

⑸　I know the boy who painted this picture. （　　　　　　　）

6 〔句と節〕　次の文の下線部が句であればＡ，節であればＢと書け。

⑴　When I was young, I worked very hard. （　　　）

⑵　He died at the age of fifty. （　　　）

⑶　The novels written by Haruki Murakami are very popular.  （　　　）

⑷　I donʼt know how to operate the machine. （　　　）

⑸　I have an American friend who speaks Japanese well. （　　　）

7 〔総合問題〕　次の日本文に合うように，（　　）に適語を入れよ。

⑴　「あなたは名古屋の出身ですか」「はい，そうです」

“（　　　　　） you come （　　　　　） Nagoya ?”  “Yes, I （　　　　　）.”
⑵　「君は彼がどこに住んでいるか知っていますか」「いいえ」

“（　　　　　） （　　　　　） （　　　　　） （　　　　　） he lives ?”  “No, I donʼt.”
⑶　「あなたは昨夜サッカーの試合を見なかったのですか」「ええ，見ませんでした」

“（　　　　　） you （　　　　　） the soccer game last night ?”
“（　　　　　）, I （　　　　　）.”

⑷　「店は開いていないのですね」「いいえ，開いています」

“The store isnʼt open, is （　　　　　） ?”  “（　　　　　）, it （　　　　　）.”
⑸　「あなたのお父さんはどんなスポーツが好きですか」「野球です」

“（　　　　　） sports （　　　　　） your father （　　　　　） ?”
“（　　　　　） （　　　　　） baseball.”

ʟｅｓｓｏｎ　₁　文の種類・句と節　　₇

1 次の文を（　　）内の指示に従って書きかえよ。

⑴　There were no children in the park.　（付加疑問文に）

 
⑵　Mike put the apples in this box.　（下線部をたずねる文に）

 
⑶　Please tell me the time of his arrival.　（下線部を節にかえて）

Please tell me （　　　　　） he （　　　　　） （　　　　　）.
⑷　We will get there before sunset.　（下線部を節にかえて）

We will get there before （　　　　　） （　　　　　） （　　　　　）.
⑸　He doesnʼt know the date and place of my birth.　（下線部を節にかえて）

He doesnʼt know （　　　　　） and （　　　　　） I was （　　　　　）.

2 次の（　　）内の語や符号を並べかえて，日本文に合う英文を完成させよ。

⑴　早く起きなさい，さもないと列車に乗り遅れますよ。

（train / get / will / you / up / or / the / miss / early / , ）.
 

⑵　彼はなんて速く泳ぐのでしょう。

（fast / he / swimmer / a / is / what） !
 

⑶　私たちは日曜日にはめったに外出しません。

（Sunday / we / out / seldom / go / on）.
 

⑷　できるだけ早く出発しましょう。

（start / soon / as / letʼs / possible / as）.
 

⑸　彼が昨夜どこへ行ったか知っていますか。

（where / last / do / went / know / he / night / you） ?
 

3 次の日本文を英訳せよ。

⑴　庭の花はなんて美しいのでしょう。

 
⑵　あなたは今，何をしているのですか。　 
⑶　駅に行く道を教えてください。

 

練習問題 B

文法編



₆　　ʟｅｓｓｏｎ　₁　文の種類・句と節

4 〔感嘆文〕　次の文を，下線部を強める感嘆文に書きかえよ。

⑴　He is a good pianist.
 

⑵　He plays the piano well.
 

⑶　The sun is shining brightly.
 

⑷　My grandmother told us funny stories.
 

5 〔単文・重文・複文〕　次の文が単文・重文・複文のどれであるかを（　　）に書け。

⑴　Because I was very tired, I went to bed soon. （　　　　　　　）

⑵　Yesterday I went shopping downtown with my mother. （　　　　　　　）

⑶　He says that he was born in London. （　　　　　　　）

⑷　I asked her name, but she didnʼt answer. （　　　　　　　）

⑸　I know the boy who painted this picture. （　　　　　　　）

6 〔句と節〕　次の文の下線部が句であればＡ，節であればＢと書け。

⑴　When I was young, I worked very hard. （　　　）

⑵　He died at the age of fifty. （　　　）

⑶　The novels written by Haruki Murakami are very popular.  （　　　）

⑷　I donʼt know how to operate the machine. （　　　）

⑸　I have an American friend who speaks Japanese well. （　　　）

7 〔総合問題〕　次の日本文に合うように，（　　）に適語を入れよ。

⑴　「あなたは名古屋の出身ですか」「はい，そうです」

“（　　　　　） you come （　　　　　） Nagoya ?”  “Yes, I （　　　　　）.”
⑵　「君は彼がどこに住んでいるか知っていますか」「いいえ」

“（　　　　　） （　　　　　） （　　　　　） （　　　　　） he lives ?”  “No, I donʼt.”
⑶　「あなたは昨夜サッカーの試合を見なかったのですか」「ええ，見ませんでした」

“（　　　　　） you （　　　　　） the soccer game last night ?”
“（　　　　　）, I （　　　　　）.”

⑷　「店は開いていないのですね」「いいえ，開いています」

“The store isnʼt open, is （　　　　　） ?”  “（　　　　　）, it （　　　　　）.”
⑸　「あなたのお父さんはどんなスポーツが好きですか」「野球です」

“（　　　　　） sports （　　　　　） your father （　　　　　） ?”
“（　　　　　） （　　　　　） baseball.”

ʟｅｓｓｏｎ　₁　文の種類・句と節　　₇

1 次の文を（　　）内の指示に従って書きかえよ。

⑴　There were no children in the park.　（付加疑問文に）

 
⑵　Mike put the apples in this box.　（下線部をたずねる文に）

 
⑶　Please tell me the time of his arrival.　（下線部を節にかえて）

Please tell me （　　　　　） he （　　　　　） （　　　　　）.
⑷　We will get there before sunset.　（下線部を節にかえて）

We will get there before （　　　　　） （　　　　　） （　　　　　）.
⑸　He doesnʼt know the date and place of my birth.　（下線部を節にかえて）

He doesnʼt know （　　　　　） and （　　　　　） I was （　　　　　）.

2 次の（　　）内の語や符号を並べかえて，日本文に合う英文を完成させよ。

⑴　早く起きなさい，さもないと列車に乗り遅れますよ。

（train / get / will / you / up / or / the / miss / early / , ）.
 

⑵　彼はなんて速く泳ぐのでしょう。

（fast / he / swimmer / a / is / what） !
 

⑶　私たちは日曜日にはめったに外出しません。

（Sunday / we / out / seldom / go / on）.
 

⑷　できるだけ早く出発しましょう。

（start / soon / as / letʼs / possible / as）.
 

⑸　彼が昨夜どこへ行ったか知っていますか。

（where / last / do / went / know / he / night / you） ?
 

3 次の日本文を英訳せよ。

⑴　庭の花はなんて美しいのでしょう。

 
⑵　あなたは今，何をしているのですか。　 
⑶　駅に行く道を教えてください。

 

練習問題 B
ʟｅｓｓｏｎ　₁　文の種類・句と節　　₇

1 次の文を（　　）内の指示に従って書きかえよ。

⑴　There were no children in the park.　（付加疑問文に）

 
⑵　Mike put the apples in this box.　（下線部をたずねる文に）

 
⑶　Please tell me the time of his arrival.　（下線部を節にかえて）

Please tell me （　　　　　） he （　　　　　） （　　　　　）.
⑷　We will get there before sunset.　（下線部を節にかえて）

We will get there before （　　　　　） （　　　　　） （　　　　　）.
⑸　He doesnʼt know the date and place of my birth.　（下線部を節にかえて）

He doesnʼt know （　　　　　） and （　　　　　） I was （　　　　　）.

2 次の（　　）内の語や符号を並べかえて，日本文に合う英文を完成させよ。

⑴　早く起きなさい，さもないと列車に乗り遅れますよ。

（train / get / will / you / up / or / the / miss / early / , ）.
 

⑵　彼はなんて速く泳ぐのでしょう。

（fast / he / swimmer / a / is / what） !
 

⑶　私たちは日曜日にはめったに外出しません。

（Sunday / we / out / seldom / go / on）.
 

⑷　できるだけ早く出発しましょう。

（start / soon / as / letʼs / possible / as）.
 

⑸　彼が昨夜どこへ行ったか知っていますか。

（where / last / do / went / know / he / night / you） ?
 

3 次の日本文を英訳せよ。

⑴　庭の花はなんて美しいのでしょう。

 
⑵　あなたは今，何をしているのですか。　 
⑶　駅に行く道を教えてください。

 

練習問題 B

英文解釈



₈

□①　My father came into my room.　 （父が私の部屋に入って来た）

□②　You look very tired.　 （あなたはとても疲れているように見える）

□③　We should study English hard.　 （私たちは英語を一生懸命に勉強すべきだ）

□④　I asked her many questions in English.　 （私は英語で彼女にたくさん質問した）

□⑤　We called the girl Alice.　 （私たちはその女の子をアリスと呼んだ）

1 Ｓ＋Ｖ　（☞①）

　 「Ｓは～する」…主語と動詞（完全自動詞）からできている文。残りは修飾語句（Ｍ）。

　He lives in a large house near the sea.　　▶前置詞句はふつう修飾語句。

 Ｓ Ｖ Ｍ Ｍ

▶There is［are］ ～.の文もこの文構造と考えられる。　　There is a book on the desk.
  Ｖ Ｓ

2 Ｓ＋Ｖ＋Ｃ　（☞②）

　 「ＳはＣである」など…主語と動詞（不完全自動詞），主語を説明する語（補語）からできている文。

　This cake tastes very good.
  Ｓ Ｖ Ｃ

⃝この文構造を作る動詞：be動詞・「～のままである」（keep, remain）・「～になる」（become, 
get,  turn）・「～のようだ」（look, seem, appear）・感覚を表す動詞（smell, taste, sound）など

3 Ｓ＋Ｖ＋Ｏ　（☞③）

　「ＳはＯを～する」…主語と動詞（完全他動詞）と目的語からできている文。

　I know how to use this machine.　　▶句や節が目的語になることもある。

 Ｓ  Ｖ Ｏ

４ Ｓ＋Ｖ＋Ｏ＋Ｏ　（☞④）

　「ＳはＯ（人）にＯ（物）を～する」…主語と動詞と ₂ つの目的語からできている文。

　My father gave me this watch.
  Ｓ Ｖ IO DO ▶IO＝間接目的語　DO＝直接目的語

▶前置詞（to, forなど）を用いてSVOの文に書きかえられる。→SVO（物）＋to［for］＋人

5 Ｓ＋Ｖ＋Ｏ＋Ｃ　（☞⑤）

　「ＳはＯをＣにする」など…主語と動詞（不完全他動詞）と目的語と補語からできている文。

　The news made us happy.
  Ｓ Ｖ Ｏ Ｃ ▶Ｏ is Ｃの関係。

⃝この文構造を作る動詞：call, name, elect （ＯをＣに選ぶ）, make （ＯをＣにする）, keep, leave 
（ＯをＣにしておく）, find （ＯがＣだとわかる）, think （ＯはＣだと思う）など

◆ 重要暗記例文 ◆

Lesson 2　文の構造

ʟｅｓｓｏｎ　₂　文の構造　　₉

1 〔Ｓ＋Ｖ〕　⑴～⑷は主語（Ｓ）と述語動詞（Ｖ）を書き出せ。⑸，⑹は日本文を英訳せよ。

⑴　That man over there lives in my neighborhood. （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　

⑵　My father sometimes stays home on Sundays. （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　

⑶　A very tall girl in a white dress came out of the house.
 （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　

⑷　There is a small church in front of the station. （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　

⑸　私たちの学校は ₈ 時半に始まります。

 
⑹　先週，私は父と大阪に行きました。

 

2 〔Ｓ＋Ｖ＋Ｃ〕　⑴～⑷は主語（Ｓ），述語動詞（Ｖ），補語（Ｃ）を書き出せ。⑸，⑹は日本文を英訳

せよ。

⑴　The leaves turn red and yellow in fall. （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑵　You must keep quiet in the room. （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑶　She grew taller than her mother. （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑷　Every book written by him seems very interesting.
 （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑸　これは奇妙に聞こえるかもしれませんが，本当です。

 
⑹　彼女の娘は有名な歌手になった。

 

3 〔Ｓ＋Ｖ＋Ｏ〕　⑴～⑷は主語（Ｓ），述語動詞（Ｖ），目的語（Ｏ）を書き出せ。⑸，⑹は日本文を英

訳せよ。

⑴　My brother caught a big fish yesterday.
 （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｏ）　　　　　

⑵　Last winter I visited London with my husband.
 （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｏ）　　　　　

⑶　Do you know where he has gone ? （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｏ）　　　　　

⑷　Bob and I usually have coffee at ₁₀ oʼclock in our office.
 （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｏ）　　　　　

⑸　彼は昨日，高価な自転車を買った。（高価な：expensive）

 
⑹　今年の冬は雪が多いでしょう。（Weを主語にして）

 

練習問題 A

重要暗記例文

英文解釈

文の構造2 

文法編



₈

□①　My father came into my room.　 （父が私の部屋に入って来た）

□②　You look very tired.　 （あなたはとても疲れているように見える）

□③　We should study English hard.　 （私たちは英語を一生懸命に勉強すべきだ）

□④　I asked her many questions in English.　 （私は英語で彼女にたくさん質問した）

□⑤　We called the girl Alice.　 （私たちはその女の子をアリスと呼んだ）

1 Ｓ＋Ｖ　（☞①）

　 「Ｓは～する」…主語と動詞（完全自動詞）からできている文。残りは修飾語句（Ｍ）。

　He lives in a large house near the sea.　　▶前置詞句はふつう修飾語句。

 Ｓ Ｖ Ｍ Ｍ

▶There is［are］ ～.の文もこの文構造と考えられる。　　There is a book on the desk.
  Ｖ Ｓ

2 Ｓ＋Ｖ＋Ｃ　（☞②）

　 「ＳはＣである」など…主語と動詞（不完全自動詞），主語を説明する語（補語）からできている文。

　This cake tastes very good.
  Ｓ Ｖ Ｃ

⃝この文構造を作る動詞：be動詞・「～のままである」（keep, remain）・「～になる」（become, 
get,  turn）・「～のようだ」（look, seem, appear）・感覚を表す動詞（smell, taste, sound）など

3 Ｓ＋Ｖ＋Ｏ　（☞③）

　「ＳはＯを～する」…主語と動詞（完全他動詞）と目的語からできている文。

　I know how to use this machine.　　▶句や節が目的語になることもある。

 Ｓ  Ｖ Ｏ

４ Ｓ＋Ｖ＋Ｏ＋Ｏ　（☞④）

　「ＳはＯ（人）にＯ（物）を～する」…主語と動詞と ₂ つの目的語からできている文。

　My father gave me this watch.
  Ｓ Ｖ IO DO ▶IO＝間接目的語　DO＝直接目的語

▶前置詞（to, forなど）を用いてSVOの文に書きかえられる。→SVO（物）＋to［for］＋人

5 Ｓ＋Ｖ＋Ｏ＋Ｃ　（☞⑤）

　「ＳはＯをＣにする」など…主語と動詞（不完全他動詞）と目的語と補語からできている文。

　The news made us happy.
  Ｓ Ｖ Ｏ Ｃ ▶Ｏ is Ｃの関係。

⃝この文構造を作る動詞：call, name, elect （ＯをＣに選ぶ）, make （ＯをＣにする）, keep, leave 
（ＯをＣにしておく）, find （ＯがＣだとわかる）, think （ＯはＣだと思う）など

◆ 重要暗記例文 ◆

Lesson 2　文の構造

ʟｅｓｓｏｎ　₂　文の構造　　₉

1 〔Ｓ＋Ｖ〕　⑴～⑷は主語（Ｓ）と述語動詞（Ｖ）を書き出せ。⑸，⑹は日本文を英訳せよ。

⑴　That man over there lives in my neighborhood. （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　

⑵　My father sometimes stays home on Sundays. （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　

⑶　A very tall girl in a white dress came out of the house.
 （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　

⑷　There is a small church in front of the station. （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　

⑸　私たちの学校は ₈ 時半に始まります。

 
⑹　先週，私は父と大阪に行きました。

 

2 〔Ｓ＋Ｖ＋Ｃ〕　⑴～⑷は主語（Ｓ），述語動詞（Ｖ），補語（Ｃ）を書き出せ。⑸，⑹は日本文を英訳

せよ。

⑴　The leaves turn red and yellow in fall. （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑵　You must keep quiet in the room. （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑶　She grew taller than her mother. （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑷　Every book written by him seems very interesting.
 （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑸　これは奇妙に聞こえるかもしれませんが，本当です。

 
⑹　彼女の娘は有名な歌手になった。

 

3 〔Ｓ＋Ｖ＋Ｏ〕　⑴～⑷は主語（Ｓ），述語動詞（Ｖ），目的語（Ｏ）を書き出せ。⑸，⑹は日本文を英

訳せよ。

⑴　My brother caught a big fish yesterday.
 （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｏ）　　　　　

⑵　Last winter I visited London with my husband.
 （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｏ）　　　　　

⑶　Do you know where he has gone ? （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｏ）　　　　　

⑷　Bob and I usually have coffee at ₁₀ oʼclock in our office.
 （Ｓ）　　　　　　（Ｖ）　　　　　　（Ｏ）　　　　　

⑸　彼は昨日，高価な自転車を買った。（高価な：expensive）

 
⑹　今年の冬は雪が多いでしょう。（Weを主語にして）

 

練習問題 A

英文解釈



₁₀　　ʟｅｓｓｏｎ　₂　文の構造

4 〔Ｓ＋Ｖ＋Ｏ＋Ｏ〕　⑴～⑷は間接目的語（IO），直接目的語（DO）を書き出せ。⑸，⑹は日本文を

英訳せよ。

⑴　He gave me a nice present. （IO）　　　　　　（DO）　　　　　

⑵　I will pay you the money tomorrow. （IO）　　　　　　（DO）　　　　　

⑶　She made her daughter a pretty bag. （IO）　　　　　　（DO）　　　　　

⑷　He told the tourist the way to the airport. （IO）　　　　　　（DO）　　　　　

⑸　彼が私にイタリア語を教えてくれました。

 
⑹　グリーンさん（Mr. Green）は奥さんに美しいドレスを買ってあげた。

 

5 〔Ｓ＋Ｖ＋Ｏ＋Ｃ〕　⑴～⑷は目的語（Ｏ），補語（Ｃ）を書き出せ。⑸，⑹は日本文を英訳せよ。

⑴　He made Ms. Green my secretary. （Ｏ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑵　People called the monster Nessie. （Ｏ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑶　What made you angry with me ? （Ｏ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑷　The people elected him President of the U.S.A. （Ｏ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑸　あなたは歯をきれいにしておかなければならない。

 
⑹　私はその箱が空であることがわかった。

 

6 〔総合問題〕　次の各文の構造を，SV，SVC，SVO，SVOO，SVOCで答えよ。

⑴　She found me a very interesting book. （　　　　　）

⑵　She found the book very interesting. （　　　　　）

⑶　She found the book easily. （　　　　　）

⑷　He left the door open. （　　　　　）

⑸　He left us a great amount of money. （　　　　　）

⑹　He left Kyoto for Osaka. （　　　　　）

⑺　This old man sitting on the bench lives near here. （　　　　　）

⑻　Dad got me a ticket to the concert. （　　　　　）

⑼　The days are getting longer and longer. （　　　　　）

⑽　Many people in my town visit this park to see cherry blossoms. （　　　　　）

⑾　Last Sunday we painted the fence around our house white. （　　　　　）

⑿　Sally kindly brought me a chair from the next room. （　　　　　）

⒀　What do they call this tree in English ? （　　　　　）

⒁　The young girl was singing merrily on the stage. （　　　　　）

⒂　The door remained open all the time. （　　　　　）

ʟｅｓｓｏｎ　₂　文の構造　　₁₁

1 次の（　　）に適する語をａ～ｄから選べ。

⑴　Taro （　　　　　） me about his plan to go to New York.
ａ．talked　　 ｂ．said　　 ｃ．spoke　　 ｄ．told
⑵　Can you （　　　　　） me a few minutes?
ａ．save　　 ｂ．spare　　 ｃ．speak　　 ｄ．spend
⑶　He （　　　　　） his wife Beth at home.
ａ．calls　　 ｂ．says　　 ｃ．talks　　 ｄ．speaks
⑷　He （　　　　　） cold, but he proved to be very kind.
ａ．did　　 ｂ．looked　　 ｃ．wanted　　 ｄ．was
⑸　If there are any questions you donʼt want to answer, please （　　　　　） them blank.
ａ．remain　　 ｂ．leave　　 ｃ．stay　　 ｄ．make

2 次のSVOOの文をSVOの文に書きかえよ。

⑴　Pass me the salt.　　　　　  
⑵　May I ask you a favor ?　　 

3 次の（　　）内の語を並べかえて，日本文に合う英文を完成させよ。

⑴　花瓶の中のあの花はいい香りがします。

（vase / flowers / sweet / in / the / those / smell）.
 

⑵　長旅で私たちはとても疲れた。

（tired / very / made / long / us / travel / the）.
 

⑶　大きな袋を持っている女の子は私の娘です。

（large / my / the / a / girl / bag / daughter / with / is）.
 

⑷　あなたはお父さんの誕生日に何を贈ったのですか。

（give / did / birthday / you / his / your / what / on / father） ?
 

4 次の日本文を英訳せよ。

⑴　信号（the light）が青になるまで通りを渡ってはいけません。

 
⑵　彼はその少年が日本人であるとわかった。（SVOCの文で）

 

練習問題 B

文法編



₁₀　　ʟｅｓｓｏｎ　₂　文の構造

4 〔Ｓ＋Ｖ＋Ｏ＋Ｏ〕　⑴～⑷は間接目的語（IO），直接目的語（DO）を書き出せ。⑸，⑹は日本文を

英訳せよ。

⑴　He gave me a nice present. （IO）　　　　　　（DO）　　　　　

⑵　I will pay you the money tomorrow. （IO）　　　　　　（DO）　　　　　

⑶　She made her daughter a pretty bag. （IO）　　　　　　（DO）　　　　　

⑷　He told the tourist the way to the airport. （IO）　　　　　　（DO）　　　　　

⑸　彼が私にイタリア語を教えてくれました。

 
⑹　グリーンさん（Mr. Green）は奥さんに美しいドレスを買ってあげた。

 

5 〔Ｓ＋Ｖ＋Ｏ＋Ｃ〕　⑴～⑷は目的語（Ｏ），補語（Ｃ）を書き出せ。⑸，⑹は日本文を英訳せよ。

⑴　He made Ms. Green my secretary. （Ｏ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑵　People called the monster Nessie. （Ｏ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑶　What made you angry with me ? （Ｏ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑷　The people elected him President of the U.S.A. （Ｏ）　　　　　　（Ｃ）　　　　　

⑸　あなたは歯をきれいにしておかなければならない。

 
⑹　私はその箱が空であることがわかった。

 

6 〔総合問題〕　次の各文の構造を，SV，SVC，SVO，SVOO，SVOCで答えよ。

⑴　She found me a very interesting book. （　　　　　）

⑵　She found the book very interesting. （　　　　　）

⑶　She found the book easily. （　　　　　）

⑷　He left the door open. （　　　　　）

⑸　He left us a great amount of money. （　　　　　）

⑹　He left Kyoto for Osaka. （　　　　　）

⑺　This old man sitting on the bench lives near here. （　　　　　）

⑻　Dad got me a ticket to the concert. （　　　　　）

⑼　The days are getting longer and longer. （　　　　　）

⑽　Many people in my town visit this park to see cherry blossoms. （　　　　　）

⑾　Last Sunday we painted the fence around our house white. （　　　　　）

⑿　Sally kindly brought me a chair from the next room. （　　　　　）

⒀　What do they call this tree in English ? （　　　　　）

⒁　The young girl was singing merrily on the stage. （　　　　　）

⒂　The door remained open all the time. （　　　　　）

ʟｅｓｓｏｎ　₂　文の構造　　₁₁

1 次の（　　）に適する語をａ～ｄから選べ。

⑴　Taro （　　　　　） me about his plan to go to New York.
ａ．talked　　 ｂ．said　　 ｃ．spoke　　 ｄ．told
⑵　Can you （　　　　　） me a few minutes?
ａ．save　　 ｂ．spare　　 ｃ．speak　　 ｄ．spend
⑶　He （　　　　　） his wife Beth at home.
ａ．calls　　 ｂ．says　　 ｃ．talks　　 ｄ．speaks
⑷　He （　　　　　） cold, but he proved to be very kind.
ａ．did　　 ｂ．looked　　 ｃ．wanted　　 ｄ．was
⑸　If there are any questions you donʼt want to answer, please （　　　　　） them blank.
ａ．remain　　 ｂ．leave　　 ｃ．stay　　 ｄ．make

2 次のSVOOの文をSVOの文に書きかえよ。

⑴　Pass me the salt.　　　　　  
⑵　May I ask you a favor ?　　 

3 次の（　　）内の語を並べかえて，日本文に合う英文を完成させよ。

⑴　花瓶の中のあの花はいい香りがします。

（vase / flowers / sweet / in / the / those / smell）.
 

⑵　長旅で私たちはとても疲れた。

（tired / very / made / long / us / travel / the）.
 

⑶　大きな袋を持っている女の子は私の娘です。

（large / my / the / a / girl / bag / daughter / with / is）.
 

⑷　あなたはお父さんの誕生日に何を贈ったのですか。

（give / did / birthday / you / his / your / what / on / father） ?
 

4 次の日本文を英訳せよ。

⑴　信号（the light）が青になるまで通りを渡ってはいけません。

 
⑵　彼はその少年が日本人であるとわかった。（SVOCの文で）

 

練習問題 B

英文解釈
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Lesson 1　文の種類・句と節

練習問題 A   p.5～p.6
1 ⑴ａ．Is the girl under the tree Mary ?

ｂ．The girl under the tree is not Mary.
⑵ａ．Did he play soccer when he was a 
student ?
ｂ．He did not play soccer when he was a 
student.
⑶ａ．Can we learn many things here ?
ｂ．We cannot learn many things here.
⑷ａ．Does Tom go to school by bicycle ?
ｂ．Tom does not go to school by bicycle.

 コーチ 　bは短縮形のisn’t，didn’t，can’t，doesn’tを
用いてもよい。

2 ⑴isn’t she　⑵doesn’t she　⑶will it
⑷can’t you　⑸did they　⑹shall we
⑺isn’t there　⑻have you

 コーチ 　〈肯定文〉には〈否定の付加疑問〉；〈否定文〉に
は〈肯定の付加疑問〉。〈Let’s ～, shall we ?〉，〈命
令文, will you ?〉

3 ⑴Stay at home today.
⑵Don’t leave your bicycle here.
⑶Be quiet while I’m speaking.
⑷Please don’t be noisy in the theater.
⑸Let’s play tennis after school.

 コーチ 　⑵⑷否定の命令文は，〈Don’t＋動詞の原形〉
になる。be動詞の場合も同じで，Don’t beとなる。
Don’tの代わりにNeverを用いて，強い禁止を表す
こともある。pleaseは文頭または文尾に置く。

4 ⑴What a good pianist he is !
⑵How well he plays the piano !
⑶How brightly the sun is shining !
⑷What funny stories my grandmother told us !

 コーチ 　⑷名詞が複数形なのでa［an］はつかない。
5 ⑴複文　⑵単文　⑶複文　⑷重文　⑸複文
 コーチ 　⑴Because I was very tiredは副詞節。

⑶that he was born in Londonは名詞節（saysの
目的語）。　⑷等位接続詞butで結ばれている。
⑸who painted this pictureは形容詞節（the boy
を修飾）。

6 ⑴Ｂ　⑵Ａ　⑶Ａ　⑷Ａ　⑸Ｂ
 コーチ 　⑴副詞節　⑵副詞句　⑶形容詞句　⑷名詞句

⑸形容詞節
7 ⑴Do, from / do　⑵Do you know where

⑶Didn’t, watch / No, didn’t　⑷it / Yes, is
⑸What, does, like / He likes

 コーチ 　⑶⑷Yesの後は肯定文，Noの後は否定文。
「はい」，「いいえ」とは必ずしも一致しない。

練習問題 B   p.7
1 ⑴There were no children in the park, were 

there ?
⑵Where did Mike put the apples ?
⑶when, will arrive　⑷the sun sets
⑸when, where, born

 コーチ 　⑴〈否定文〉には〈肯定の付加疑問〉を使う。
⑵このputは過去形。現在形ならputsとなる。
⑶⑷⑸で，節には〈Ｓ＋Ｖ〉があることを確認する。

2 ⑴Get up early, or you will miss the train.
⑵What a fast swimmer he is !
⑶We seldom go out on Sunday.
⑷Let’s start as soon as possible.
⑸Do you know where he went last night ?

 コーチ 　⑴〈命令文＋or〉は「～しなさい，さもないと」。
⑶seldom「めったに～しない」
⑷as ～ as possible「できるだけ～」

3 ⑴How beautiful the flowers in the garden are !
⑵What are you doing now ?
⑶Please tell me the way to the station.

Lesson 2　文の構造

練習問題 A   p.9～p.10
1 ⑴S＝（That） man，V＝lives

⑵S＝（My） father，V＝stays
⑶S＝（A very tall） girl，V＝came
⑷S＝（a small） church，V＝is
⑸Our school begins at eight thirty.
⑹Last week I went to Osaka with my father.

 コーチ 　⑴over thereは形容詞句，in my neigh-
borhoodは副詞句。　⑵homeは副詞。
⑶in a white dress「白い服を着た」は形容詞句。
⑷Thereで始まる文は主語が動詞の後ろにくる。

2 ⑴S＝（The） leaves，V＝turn，
C＝red and yellow
⑵S＝You，V＝（must） keep，C＝quiet
⑶S＝She，V＝grew，C＝taller
⑷S＝（Every） book，V＝seems，C＝interesting
⑸This may sound strange, but it is true.
⑹Her daughter became a famous singer.

1  文の種類・句と節

2  文の構造

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

文法編
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 コーチ 　⑵in the roomは副詞句。　⑷written by 
him「彼によって書かれた」は形容詞句。
⑸〈sound＋C〉

3 ⑴S＝（My） brother，V＝caught，O＝（a big） 
fish　⑵S＝I，V＝visited，O＝London
⑶S＝you，V＝（Do） know，O＝where he has 
gone　⑷S＝Bob and I，V＝have，O＝coffee
⑸He bought an expensive bicycle yesterday.
⑹We will have much［a lot of］ snow this 
winter.

 コーチ 　⑴yesterdayは副詞。　⑵Last winter，
with my husbandはどちらも副詞句。　⑶where 
he has goneは名詞節。　⑷at 10 o’clock, in our 
officeはどちらも副詞句。

4 ⑴IO＝me，DO＝（a nice） present
⑵IO＝you，DO＝（the） money
⑶IO＝（her） daughter，DO＝（a pretty） bag
⑷IO＝（the） tourist，DO＝（the） way （to the 
airport）
⑸He taught me Italian.
⑹Mr. Green bought his wife a beautiful dress.

5 ⑴O＝Ms. Green，C＝（my） secretary
⑵O＝（the） monster，C＝Nessie
⑶O＝you，C＝angry
⑷O＝him，C＝President （of the U.S.A.）
⑸You must keep your teeth clean.
⑹I found the box empty.

 コーチ 　「OがCである」の関係を確認する。
6 ⑴SVOO　⑵SVOC　⑶SVO　⑷SVOC　

⑸SVOO　⑹SVO　⑺SV　⑻SVOO　⑼SVC
⑽SVO　⑾SVOC　⑿SVOO　⒀SVOC
⒁SV　⒂SVC

 コーチ 　文の構造を見る場合，副詞句・副詞・（たい
ていの場合の）形容詞句をはずして考える。⑴find
＋O＋O「私におもしろい本を見つけてくれた」
⑵find＋O＋C「その本はおもしろいことがわかっ
た」　⑶find＋O「その本を簡単に見つけた」
⑷leave＋O＋C「ドアを開けたままにした」
⑸leave＋O＋O「私たちにたくさんのお金を残し
た」　⑹leave＋O「大阪に向けて京都を発った」
⑾paint＋O＋C「家の周りの塀を白く塗った」

練習問題 B   p.11
1 ⑴d　⑵b　⑶a　⑷b　⑸b
 コーチ 　⑴「人」を目的語にとるのはtellだけ。

⑵spare＋O＋O「（人）に（時間）を割く」
⑷prove to be ～「～であるとわかる」

⑸「空欄のままにしておいてください」
2 ⑴Pass the salt to me.

⑵May I ask a favor of you ?
 コーチ 　give，teach，tell，show，passなど，相手

が必要な動詞はtoを，buy，find，makeなど，相
手がいなくても成り立つ動詞はforを用いる。askは
特別でofを用いるが，⑵の文以外ではあまり使われ
ない。

3 ⑴Those flowers in the vase smell sweet.
⑵The long travel made us very tired.
⑶The girl with a large bag is my daughter.
⑷What did you give your father on his 
birthday ?

 コーチ 　⑴SVC　⑵SVOC　⑶with a large bagは
形容詞句で，The girlを修飾。SVC
⑷疑問詞Whatが直接目的語。SVOO

4 ⑴Don’t［You must not］ cross the street until 
［before］ the light turns green.
⑵He found the boy （a） Japanese.

 コーチ 　⑴the light turns greenはSVCの構造。

Lesson 3　基本時制・進行形

練習問題 A   p.13～p.14
1 ⑴came　⑵is　⑶went　⑷moves　⑸reached

⑹got
 コーチ 　⑴last nightがあるので過去形。

⑵todayがあるので現在形。
⑶The other day「先日」があるので過去形。
⑷「時に無関係な真理」は常に現在形。
⑸「過去の歴史的事実」
⑹in those days「当時は」があるので過去形。

2 ⑴will　⑵shall　⑶will　⑷Will　⑸Shall　⑹will
 コーチ 　⑴単純未来。⑵「（私は）何をしましょうか」

⑶単純未来。　⑷「明日もう一度ここに来てくれま
せんか」　⑸「踊りましょうか」　⑹単純未来。

3 ⑴am playing　⑵was shining　⑶is raining
⑷was swimming　⑸is leaving
⑹was writing

 コーチ 　⑸予定を表す進行形。
4 ⑴will be flying　⑵will be waiting

⑶will be having　⑷will be walking
⑸I will be sleeping in my bed
⑹I will be working in a small village in 
Hokkaido
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 コーチ 　未来進行形は未来のある時に進行中の動作を
表すので，文中の時を表す副詞・副詞句・副詞節を
含むことが多い。

5 ⑴×　⑵○　⑶×　⑷○　⑸×　⑹×
 コーチ 　「状態を表す動詞」は進行形にならない。「動

作の動詞」は進行形になる。　⑴knowは「状態を
表す動詞」。　⑶belongは「状態を表す動詞」。
⑷haveが「経験する」で動作の動詞として使われ
ているので進行形になる。　⑸resemble「～に似
ている」は状態の動詞なので進行形にならない。　
⑹thinkは普通の場合，進行形にならない。

6 ⑴Her train arrived a few minutes ago.
⑵Our parents will come back from London 
next week.
⑶What is he doing now ?
⑷We will be waiting for our new teacher at 
eight tomorrow.
⑸Will you stay at home next Sunday ?
⑹Was your mother out then ? ─ No. She was 
cooking dinner.

 コーチ 　副詞・副詞句の「時」に合わせて時制を変え
る。

7 ⑴shall we　⑵Is，going to / have
⑶leaving　⑷Will［Won’t］ you　⑸Shall I
⑹was，wasn’t　⑺leaves / will

 コーチ 　⑴「どこで待ち合わせましょうか」　⑷勧誘
にはWon’t youも用いられる。　⑸「窓を開けまし
ょうか」

練習問題 B   p.15
1 ⑴I do not［don’t］ believe in ghosts.

⑵It was snowing heavily when I got off the 
train.
⑶We will be flying over the Pacific this time 
tomorrow.
⑷Then I will［I’ll］ lend it to you.
⑸Answer the phone, Bob !  I am having a 
bath.
⑹I will play with my friends until it gets dark.

 コーチ 　⑴believeは進行形にしない。　⑷その場で
生じた意志は，be going to ～では表さない。

2 ⑴The newspaper said that the President was 
coming to Japan.
⑵Tom was having dinner with his family 
when I visited him.
⑶We are taking our children to the zoo 
tomorrow.

⑷Where are you going to spend your holidays ?
 コーチ 　⑴⑶進行形が予定を表す場合の文。
3 ⑴You are always forgetting something.

⑵When did you see the car accident ?
⑶My father usually comes home at six in the 
evening.
⑷Shall I carry this baggage ?
⑸What are you going to do after school ?

［What will you do after school ?］
 コーチ 　⑴現在進行形で非難の気持ちを表すことがあ

る。　⑷「～しましょうか」はShall I ～ ?。
⑸「～するつもりですか」と相手の意志を尋ねる場
合は，be going toの形が普通。

Lesson 4　現在完了形・現在完了進行形

練習問題 A   p.17～p.18
1 ⑴I have known him for four years.

⑵I have already read today’s newspaper.
⑶He has lived in the country since he retired.
⑷I have been busy ever since I came here.
⑸Haven’t you painted the picture yet ?
⑹We have had no rain for a month.

 コーチ 　⑷ever sinceはこの場合sinceと同じ。
2 ⑴Have you ever seen a UFO ?

⑵We have lived here for twenty-five years.
⑶He has spent all his money.
⑷I have just written a letter to her.

 コーチ 　⑷「～に手紙を書く」write ～，write to ～，
write a letter to ～。just, nowはそれぞれ「今に
つながる副詞」として現在完了形の文の中で使える
が，just nowは現在完了形と共に使えない。「はっ
きりと過去を表す副詞」なので過去形にする。

3 ⑴has been watching　⑵has been raining
⑶have been waiting
⑷He has been sleeping for ten hours.
⑸I have been reading this book since this 
morning.

 コーチ 　現在完了進行形は「今に続く動作の継続」を
表していることを確認。

4 ⑴has just come　⑵have already seen
⑶has been crying for
⑷have known, since
⑸Has, left［started］ yet
⑹How, have, been

3  基本時制・進行形
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