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D　過去完了 Key Sentences　

1  When I arrived at the meeting place, they had already left. 完了・結果 ▶92

2  He knew Osaka very well because he had lived there before. 経験 ▶94

3  I had been alone in the port town until I met you. 状態の継続 ▶95

4  I soon realized that I had taken the wrong bus. 大過去 ▶96

　過去完了〈had＋過去分詞〉…過去のある時点までの「完了・結果」，「経験」，「継続」を表す。過去のある時
点が明示されているのが特徴である。
　　完了・結果…「（過去のある時点までに）～し終わっていた，～してしまっていた」
　　経験…「（過去のある時点までに）～したことがあった」
　　状態の継続…「（過去のある時点までずっと）～であった」　状態動詞を使う。
　　大過去…過去完了には，過去形で示される過去のある一時点よりもさらに前に起きた出来事を表す大
過去といわれる用法がある。出来事の前後関係を明確にする場合に使う。

E　過去完了進行形 Key Sentences　

5  We had been having a snowball fight until it began to snow heavily. 動作の継続 ▶97

　　 動作の継続…「（過去のある時点までずっと）～し続けていた」と，過去のある時点まで動作が継続して
いたことを表す時は，過去完了進行形〈had been＋～ing〉にする。動作動詞を使う。 

F　未来完了 Key Sentences　

6  He will have solved the crossword puzzle by the time dinner is ready.
完了・結果 ▶98

7  She will have got a perfect score three times if she gets one again. 経験 ▶99

8  They will have been married for fifteen years next year. 状態の継続 ▶100

9  At eight o’clock I will have been writing the report for twelve hours.
動作の継続 ▶101

　未来完了〈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。
　　完了・結果…「（未来のある時点までに）～し終わっているだろう，～してしまっているだろう」
　　経験…「（未来のある時点までに）～したことになるだろう」
　　状態の継続…「（未来のある時点までずっと）～であるだろう」　状態動詞を使う。
　　動作の継続…未来完了進行形〈will have been＋～ing〉にする。動作動詞を使う。
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7 完了形（2）
参考書 p.105～114

it began to snow heavily
（大雪が降り始めた）

（ずっと雪合戦をし続けていた） 過去のある一時点 現在

We had been having a snowball fight（動作の継続）

現在

I had taken the wrong bus
（バスに乗り間違えてしまった）

さらに過去（大過去） 過去のある一時点

I realized

（気がついた）
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完了形⑵

１ 次の日本文に合う英文になるように， に適切な語を入れなさい。 D

⑴　父が帰って来た時，彼はまだ宿題を終えていなかった。
　　He    his homework yet when his father came home.

⑵　彼女は 20 歳になるまで，1 人暮らしをしたことがなかった。
　　She    alone until she was twenty.

⑶　その村は昨年大きな事故があるまでずっと平和だった。
　　The village   peaceful until there was a big accident last year.

２ 次の文の（　）内の語を適切な完了形にかえなさい。 D

⑴　He didn’t notice that she （change） her hairstyle. 　　　　　　　　
⑵　Finally she admitted that she （make） a careless mistake. 　　　　　　　　

３ 次の文の（　）内から適切なものを選びなさい。 D  E

⑴　Mary （ had talked，had been talking ） on the phone for two hours when her 

mother came home.

⑵　They （ had known，had been knowing ） the doctor for twenty years until then. 

⑶　My brother （ had driven，had been driving ） for three hours when it started to 

snow heavily. 

４ 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語句を並べかえなさい。 F

⑴　5時までにその試合は終わってしまっているだろう。
　　（ have / the game / over / will / been ） by five o’clock.

　　  by five o’clock.

⑵　もう 1度その映画を見れば，私はそれを 3度見たことになる。
　　If I see the movie again, I （ it / have / three times / seen / will ）.
　　If I see the movie again, I .

⑶　来月で私たちは結婚 5周年になる。
　　We （ have / married / for / been / will ） five years next month.

　　We  five years next month.

⑷　父は来年で 20 年そこで働き続けていることになる。
　　My father （ been / will / working / have ） there for twenty years next year.

　　My father  there for twenty years next year.

５ 次の文の下線部の誤りを訂正しなさい。 D  E  F

⑴　When I got to the station, the last train have already left. 

⑵　I have been waiting for her for 30 minutes when she came. 

⑶　He has lived in Tokyo for 10 years before he moved to Nara. 

⑷　I have visited Hokkaido four times if I visit there again. 

Exercises


