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[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) I've caught a bad cold.
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) It has been raining for three days.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) The concert had already begun when we arrived at the hall.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3) 

[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る適語を①～④から選びなさい。

(4) I've (　　) the artist before.

私はその芸術家に以前会ったことがあります。

①meeting    ②meets    ③met    ④meet     　　　　(4) 

(5) I (　　) the musical twice when I stayed in London.

ロンドンに滞在中にそのミュージカルを2回観た。

①have seen    ②see    ③saw    ④was seeing     　　　　(5) 

(6) In April I'll (　　) in Tokyo for two years.

4月で私は東京に来て2年になります。

①have been    ②be    ③been    ④have be     　　　　(6) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(7) 私は宿題をやり終えています。

( homework / finished / my / I've ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) あなたがやってきたとき，私はあなたを1時間待っていました。

( been / for / I / waiting / had / you ) for an hour when you showed up.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) そのショーは3時には終わっているでしょう。

( show / have / by / ended / the / will ) three o'clock.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 日本語の意味に合うように，英文を完成させなさい。

(10) 私は以前，この歌を聞いたことがある。

I (　　) (　　) this song before.  　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

(11) 妹は学校に遅刻したことが一度もない。

My sister (　　) (　　) (　　) late for school.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) ベンは1時間以上電話で話をしている。

Ben (　　) (　　) (　　) on the phone for more than one hour.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

(13) 私たちは来年でこの町に20年間住んでいることになります。

We (　　) (　　) (　　) in this town for twenty years next year.

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

(14) 彼女が今度の土曜日までに元気になっていれば，私たちはコンサートに行きます。

If she (　　) (　　) well by next Saturday, we'll go to the concert.  　　　　　　　   　　　　　　　(14) 

[Ｅ] 日本語の意味に合うように，（　）に適切な語を入れなさい。

(15) 私たちは，来年の 3 月で京都に 8 年間住んでいることになる。

We (　　 ) (　　 ) (　　 ) in Kyoto for eight years next March.

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) ひどいかぜをひいてしまいました。 [4.1 現在完了形〈Key Sentences〉]

(2) 3日間雨が降り続いています。 [4.1 現在完了形〈Key Sentences〉]

(3) 私たちがホールに着いたとき，コンサートはすでに始まっていた。 [4.2 過去完了形〈Key Sentences〉]

(4) ③ [4.1 現在完了形〈Key Sentences〉]

(5) ③ [4.1 現在完了形〈Key Sentences〉]

(6) ① [4.3 完了形を使ってこれからのことを表す〈Key Sentences〉]

(7) I've finished my homework . [4.1 現在完了形〈Key Sentences〉]

(8) I had been waiting for you  for an hour when you showed up. [4.2 過去完了形〈Key Sentences〉]

(9) The show will have ended by  three o'clock. [4.3 完了形を使ってこれからのことを表す〈Key Sentences〉]

(10) have heard  [4.1 現在完了形〈Check問題〉]

(11) has never been [4.1 現在完了形〈Check問題〉]

(12) has been talking [4.1 現在完了形〈Check問題〉]

(13) will have lived [4.3 完了形を使ってこれからのことを表す〈Check問題〉]

(14) has got[gotten] [4.4 whenやifに続く文で使う現在完了形〈Check問題〉]

(15) will have lived [4.3 完了形を使ってこれからのことを表す〈確認問題集〉]


