
〇学習内容　現在時制，過去時制，未来表現，現在進行形，過去進行形，未来進行形

①　現在時制：現在の動作・状態，現在の習慣，一般的　
真理，未来の確実な予定などを表す。➡20
　注意すべき用法：⒜　未来を表す語句とともに使われ，

未来の確定的な予定を表す。
　　　The plane leaves for London at eight 

tomorrow morning.

　　　（飛行機は明日の朝， 8 時にロンドンに向けて出発する）
　　　＊come，go，leave，start，arriveなどの往来発着を表す動詞がよく使われる。
　⒝　時や条件を表す副詞節の中では，未来を表す事柄も現在形で表す。➡21
　　　If it is f ine tomorrow, we’ll go on a hike.

　　　（もし明日天気がよければ，私たちはハイキングに行く）
②　過去時制：過去の動作・状態，過去の習慣を表す。
　⒜　過去時制は現在と切り離して述べる場合に使う。この点が現在完了形と異なる。
　　　I lived in this town when I was a child.　（私は子どものころこの町に住んでいた）
　⒝　時制の一致による過去 ➡22
　　　I think he has a talent for music.

　　　　→ I thought he had a talent for music.

　　　　　 （彼には音楽の才能があると私は思いました）

確認問題Ａ 　

1 次の動詞の過去形を書きなさい。
⑴　is 　　　　　　　 ⑵　are 　　　　　　　 ⑶　give 　　　　　　　
⑷　break　　　　　　　　 ⑸　cut 　　　　　　　 ⑹　leave　　　　　　　　
⑺　begin 　　　　　　　 ⑻　swim　　　　　　　　 ⑼　build 　　　　　　　

2 （　）内の日本語を参考にして，　　に適する語を入れなさい。
⑴　She 　　　　　　　 English every day. （毎日勉強する）
⑵　We 　　　　　　　 some beautiful birds in the forest.　（美しい鳥を見た）

3 次の各文を〔　〕内の指示に従って書きかえなさい。
⑴　He uses this computer.　〔否定文に〕  

⑵　She got up at seven.　〔否定文に〕  

⑶　Jim took these pictures.　〔疑問文に〕  

⑷　I think he is right.　〔下線部を過去形に〕　　 

20　The sun rises in the east and sets in the west.

21　Let’s begin when he arrives.

22　I knew that he liked classical music.

Ａ　現在時制，過去時制 Key Sentences

●名詞節と副詞節
・when「いつ～」→名詞節
　I don’t know when he will come.

　（私は彼がいつ来るか知らない）
・when「～のときに」→副詞節
　I’ll go home when the rain stops.

　（雨がやんだら，家に帰ります）

（主節の動詞（think）を現在→過去にかえ
ると，従属節の動詞（has）も現在→過去）
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①　単純未来：人の意志に関係なく，未来に起こることが予想される事柄を表す。➡23
　　If you hurry, you will be in time.

　　（急げば間に合うでしょう）
②　意志未来：話し手や主語の意志を表す。➡24
　　I will drive you home.　（車で家まで送ってあげるよ）
　　＝ I’m going to drive you home.

　　＊主語が 2，3 人称のときの shallは話し手の意志
を表し，「～してやる，～させよう」という意味を

　　　表す。ただし，この用法は古風な英語で，口語ではめったに使われない。
　　　You shall be punished.　（こらしめてやるぞ。 ＝ I will punish you.）

③　相手の意志をたずねる表現 ➡25，26
　・Shall I ～? 「（私が）～しましょうか」
　・Shall we ～ ?　「（いっしょに）～しましょうか（＝Let’s ～）」
　・Will you ～ ? ①「（依頼）～してくれませんか（＝Please ～）」
 ②「（勧誘）～しませんか」

確認問題Ｂ 　

1 次の文をwillを使って未来の文に書きかえなさい。
⑴　I play tennis with John. I   tennis with John.

⑵　My father is busy. My father   busy.

⑶　Mary studies in the library.　Mary   in the library.

⑷　They are in Kyoto. They   in Kyoto.

2 次の各文を〔　〕内の指示に従って書きかえなさい。
⑴　She will visit her aunt tomorrow.　〔否定文に〕
　　 

⑵　Jim will come to the party.　〔疑問文に〕　 

⑶　I’ll watch a soccer game tonight.　〔be going toを使って同じ内容の文に〕
　　 

3 （　）内の日本語を参考にして，　　にwillか shallを入れなさい。
⑴　　　　　　　　 we climb the mountain next month ? （～しましょうか）　　
⑵　We 　　　　　　　 invite them to the party. （～するつもりだ）　　
⑶　　　　　　　　 I carry your bag ? （～しましょうか）　　
⑷　　　　　　　　 you have another cup of tea ? （～はいかがですか）　
⑸　　　　　　　　 you tell me the way to the subway station ? （～してくれませんか）

23　Jane will be seventeen on her next birthday.

24　I will do my best.

25　Shall I open the window ?

26　Will you turn down the radio ?

Key SentencesＢ　未来表現

●未来を表す表現
be going to ～「～するつもりだ（意志）」
　「～することになっている（予定）」「～し
そうだ（近い未来）」

be about to ～ 「今まさに～しようとして
いる」

be to ～ 「～する予定だ」

基本時制
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①　現在進行形：〈am〔are，is〕＋～ing〉
　⒜　現在進行中の動作「～している〔しているところだ〕」 ➡27
　⒝　近い未来の予定 ➡28
　　　I’m leaving Japan tomorrow.　（私は明日日本をたつ）

　　　＊進行形を作らない動詞……それ自体で継続の意味を持って
いる動詞。状態・知覚・感情・知識を表す動詞。belong，
have（持っている），see，hear，like，love，want，know

　　　　など。　× I am knowing him. / ○ I know him.　（私は彼を知っている）
　　　　ただし，haveは「食べる」という意味では進行形になる。
②　過去進行形：〈was〔were〕＋～ing〉 ➡29
　⒜　過去の進行中の動作「～していた〔～しているところだった〕」
　⒝　過去のあるときから見た予定
　　　I was meeting him at the station at seven.　（私は 7時に彼と駅で会うことになっていた）

確認問題Ｃ 　　

1 次の動詞の ing形を書きなさい。
⑴　read　　　　　　　　 ⑵　cut　　　　　　　　 ⑶　take　　　　　　　　
⑷　run 　　　　　　　 ⑸　lie 　　　　　　　 ⑹　die 　　　　　　　

2 次の各文を進行形の文に書きかえなさい。
⑴　Betty eats lunch with her friends.　Betty   with her friends.

⑵　They swim in the sea. They   in the sea.

⑶　She made a cake. She   a cake.

⑷　We listened to music. We   to music.

◎　未来進行形：〈will〔shall〕 be＋～ing〉
　⒜　未来のある時の進行中の動作「～しているだろう」 ➡30
　⒝　近い未来の予定された動作「～することになっている」 ➡31

確認問題Ｄ 　次の各文が意味の通る英文になるように，（　）内の語を並べかえなさい。
⑴　（ be / it / raining / will） when you get there.　 

⑵　（ seeing / will / we / be） him tomorrow.  

27　Some boys are playing baseball in the ball park.

28　They are coming to Japan next week.

29　He was watching TV when I visited him.

Key SentencesＣ　現在進行形，過去進行形

●「～している」
①現在進行中の動作
　→現在進行形
　He is studying now.

　（彼は今，勉強している）
②現在の習慣→現在形
　He studies every day.

　（彼は毎日勉強している）

未来を表す副詞（句）を伴う

30　We will be enjoying our trip about this time next week.

31　They will be coming to see me soon.

Key SentencesＤ　未来進行形

第 3章
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1 〈現在時制〉　（　）内の日本語を参考にして，　　に適する語を入れなさい。
⑴　I 　　　　　　　 music very much. （音楽が大好きだ）
⑵　My aunt 　　　　　　　 in Wakayama. （和歌山に住んでいる）
⑶　Ms. Green 　　　　　　　 English at this school.　（この学校で英語を教えている）
⑷　My sister 　　　　　　　 English every day. （毎日英語を勉強している）
⑸　She 　　　　　　　 a lot of friends to help her. （助けてくれるたくさんの友人がいる）

2 〈過去時制〉　（　）内の日本語を参考にして，　　に適する語を入れなさい。
⑴　I 　　　　　　　 tennis with John yesterday. （テニスをした）
⑵　We 　　　　　　　 very busy last week. （とても忙しかった）
⑶　The singer 　　　　　　　 to Japan last week. （日本に来た）
⑷　Kumi 　　　　　　　 a letter to her friend in Canada.　（手紙を書いた）
⑸　He 　　　　　　　 many pictures in Kyoto. （たくさんの写真を撮った）

3 〈現在形と過去形〉　次の各文の（　）内の動詞を適する形になおしなさい。
⑴　I （ be） not at home last night. 　　　　　　　
⑵　Mr. Brown （ live） in Canada three years ago. 　　　　　　　
⑶　The earth （ go） around the sun once a year. 　　　　　　　
⑷　Lucy （ get） up at seven yesterday morning. 　　　　　　　
⑸　He （ leave） a few minutes ago. 　　　　　　　

4 〈未来表現〉　次の各文を，willを使って未来の文に書きかえなさい。
⑴　It rains.   tomorrow.

⑵　She goes to Kamakura.　  tomorrow.

⑶　My brother is thirteen.   tomorrow.

⑷　They are very busy.   tomorrow.

5 〈未来の代用〉　次の各文の（　）内の動詞を適する形になおしなさい。
⑴　We will go on a picnic if it （ be） sunny tomorrow. 　　　　　　　
⑵　Let’s begin as soon as he （ arrive）. 　　　　　　　
⑶　You must go home before it （ get） dark. 　　　　　　　

6 〈willと shall〉　次の各文の　　にwillまたは shallを入れなさい。
⑴　Dinner 　　　　　　　 be ready in a minute.　（～でしょう）
⑵　　　　　　　　 we go out for a walk ? ─ Yes, let’s.

⑶　　　　　　　　 you help me with my homework ? ─ Sure.

⑷　　　　　　　　 I carry your bag ? ─ Yes, please.

⑸　　　　　　　　 you have some more cake ? ─ No, thank you.　I’ve had enough.

基本時制
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7 〈進行形〉　次の各文を進行形の文になおしなさい。
⑴　The dog lies under the table.　  under the table.

⑵　Some boys run in the park.   in the park.

⑶　Ken wrote to his uncle.   to his uncle.

⑷　We ate lunch at that time.   at that time.

8 〈進行形にしない動詞〉　次の英文の誤りの部分に下線を引き，正しい表現を　　に書きなさい。
⑴　I am having a ball in my hand now. 　　　　　　　　　　
⑵　His house is standing on the hill. 　　　　　　　　　　
⑶　Lucy is liking dogs very much. 　　　　　　　　　　
⑷　We are knowing that the earth goes around the sun. 　　　　　　　　　　

9 〈未来進行形〉　次の英文を日本文になおしなさい。
⑴　We will be enjoying the concert at seven this evening.

　　 

⑵　What will you be doing about this time next year ?

　　 

⑶　It will be snowing in the mountains when you get there.

　　 

10〈時制の一致〉　次の各文の下線部の動詞を過去形にして，書きかえなさい。
⑴　I know that she writes to Jim. → I knew that she  .

⑵　I hope that he will succeed. → I hoped that he  .

⑶　I think that she can speak English.　→ I thought that she  .

⑷　It is said that he is a millionaire. → It was said that he  .

11〈基本時制〉　次の英文を読んで，あとの各問いに答えなさい。
　I am Ken.　When I was thirteen, my father ㋐（ buy） a bike for my birthday.　I 

have two brothers.　Taketo was sixteen years old, and Masato, ten years old at 

that time.　Taketo forgot my birthday, but my younger brother, Masato gave me a 

bird made of wood.　My mother gave me a book about birds, because I liked 

watching birds.　I often ㋑（ go） to the park near my house and watched some birds.

One day when I climbed the tree there, I saw a very big bird.　I was so surprised 

that I ㋒（ fall） from the tree.　I ㋓（ break） my leg and could not walk for three 

weeks.　Since then I have never been to that park.

問 1  ㋐～㋓の（　）内の語を適する形になおしなさい。
　　　㋐ 　　　　　　　　　㋑ 　　　　　　　　　㋒ 　　　　　　　　　㋓ 　　　　　　　
問 2　本文の内容に合うように次の質問に英語で答えるとき，　　に適する語を入れなさい。
　⑴　Did Masato forget Ken’s birthday ? ─  ,    .

　⑵　Who gave Ken a book about birds ?　─ Ken’s mother 　　　　　　　.

第 3章

18



1 次の各文の（　）内に適する語句をア～エから選び，記号を○でかこみなさい。
⑴　My father is （　　　　　） breakfast now.

　　ア　has イ　have ウ　having エ　had

⑵　He said that he （　　　　　） apples.

　　ア　like イ　is liking ウ　liked エ　will like

⑶　Mary and Jane （　　　　　） for Canada tomorrow afternoon.

　　ア　leaves イ　left ウ　are leaving エ　have left

⑷　If it （　　　　　） tomorrow, we will have to put off the picnic.

　　ア　will rain イ　rained ウ　rains エ　being rainy

⑸　One day when I （　　　　　） down the street, I saw a woman who had a black dog.

　　ア　walked イ　was walking ウ　have walked エ　am walking

2 次の各組の文がほぼ同じ内容になるように，　　に適する語を入れなさい。

⑴
Let’s go on a hike next Sunday.

　　　　　　　　　 　　　　　　　 go on a hike next Sunday ?

⑵
Please lend me your dictionary for a while.

　　　　　　　　　 　　　　　　　 lend me your dictionary for a while ?

⑶
Do you want me to carry some of your bags ?

　　　　　　　　　 　　　　　　　 carry some of your bags ?

⑷
We’ll have a welcome party for Nancy.

　　We’re 　　　　　　　 　　　　　　　 have a welcome party for Nancy.

3 日本文の意味を表す英文になるように，　　に適する語を入れなさい。
⑴　あの雲をごらん。まもなく雨が降るだろう。
　　Look at those clouds !　It’s 　　　　　　　 　　　　　　　 rain soon.

⑵　何時にお伺
うかが

いいたしましょうか。
　　What time 　　　　　　　 　　　　　　　 come ?

⑶　有名な音楽家が来週私たちの町にやって来ます。
　　A famous musician is 　　　　　　　 to our town next week.

⑷　今日の午後 3時にお待ちしています。
　　I’ll 　　　　　　　 　　　　　　　 for you at three this afternoon.

4 次の英文の誤りの部分に下線を引き，正しい表現を　　に書きなさい。
⑴　I’ll tell him so when he will come.  

⑵　What did he do yesterday ? ─ He plays tennis.　 

⑶　I’ll help you if you will be busy tomorrow.  

⑷　This bike is belonging to my brother.  

⑸　Who break the plate last night ?  

基本時制
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5 次の各文の（　）内の動詞を最も適する形になおしなさい。ただし， 2 語になるものもあります。
⑴　I （ catch） a big f ish in the river yesterday. 　　　　　　　
⑵　Mary broke the dishes when she （wash） them. 　　　　　　　
⑶　The train （ leave） the station f ive minutes ago. 　　　　　　　
⑷　She （ read） in the library when I f irst met her. 　　　　　　　
⑸　Do you think it （ is） sunny next Sunday ? 　　　　　　　
⑹　I don’t know if it （ rain） tomorrow, but if it （ rain）, I will not go.

 　　　　　　　 / 　　　　　　　
⑺　She looked pale.　I thought she （ be） sick. 　　　　　　　
⑻　Please wait here until my husband （ come） home. 　　　　　　　
⑼　You must take an umbrella with you because it （ rain） now. 　　　　　　　
⑽　Look over there.　A beautiful church （ stand） on the hill. 　　　　　　　

6 次の各文を〔　〕内の指示に従って書きかえなさい。
⑴　He bought a new CD yesterday.　〔下線部をたずねる疑問文に〕
　　 

⑵　My brother is thirteen years old.　〔文末に next monthを加えて〕
　　 

⑶　He read f ive books last month.　〔下線部をたずねる疑問文に〕
　　 

⑷　The young man cut trees in the woods.　〔進行形の文に〕
　　 

7 次の各文の（　）内の語を並べかえて，意味の通る英文を完成しなさい。
⑴　（ arriving / is / seven / Mary / at） this evening. 

　　  this evening.

⑵　（ going / do / what / you / to / are） during this spring vacation ?

　　  during this spring vacation ?

⑶　（ TV / you / when / watching / I / were） called you ?

　　  called you ?

⑷　A week later （ enjoying / will / we / pleasant / be / journey / a）.
　　A week later  .

8 次の日本文を英文になおしなさい。
⑴　（あなたは）寒いですか。窓を閉めましょうか。
　　 

⑵　私たちが公園へ行ったとき，たくさんの子どもたちが雪の中で遊んでいました。
　　 

⑶　私たちは雨がやんだら，出発するつもりです。
　　 

第 3章
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