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[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) If it hadn't been for the scholarship, she couldn't have gone to college.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) Had I studied harder, I could have passed.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) Without your help, I would have failed the exam.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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 wish we (　　) there longer.
そこにもっと長く滞在したらよかったなあ。

①stayed    ②had stayed    ③have stayed    ④were staying     　　　　(4) 

(5) If (　　) not for music, my life would be boring.
音楽がなければ，私の人生はつまらないだろう。

①only it    ②it were    ③it is    ④there were     　　　　(5) 

(6) (　　) not for you, this project wouldn't exist.
あなたがいなければ，このプロジェクトは存在しないだろう。

①If were    ②Had it    ③If were there    ④Were it     　　　　(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) 仕事を失うようなことになったら，あなたはどうしますか。

What would you do ( job / were / if / lose / you / to / your )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) あなたが会社を立ち上げるようなことがあれば，お手伝いしますよ。

( a / if / should / start / company / you ), I would help you.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 何か質問がありましたら，私に知らせてください。

( you / have / questions / should / any ), please let me know.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) もし私が彼女の電話番号を知っているなら，彼女に電話するのに。

If I (　　) her phone number, I (　　) (　　) her.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

(11) もし私が泳ぐことができれば，その川を泳いで渡るのに。

If I (　　) (　　), I (　　) (　　) across the river.
 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) そのとき，私たちがいくらかお金を持ってさえいたらなあ。

If (　　) we (　　) (　　) some money then.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

(13) 彼はまるで以前に私を見たことがないかのようにふるまった。

He acted (　　) (　　) he (　　) (　　) me before.
 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

(14) この地図がなければ，私は人里離れた場所で迷ってしまうでしょう。

If it (　　) (　　) (　　) this map, I would be lost in the middle ofnowhere.
 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(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) その地図がなかったら，私たちは道に迷っていただろう。

If it (　　 ) (　　 ) (　　 ) (　　 ) the map, we would have gotten lost.
 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) 奨学金がなかったら，彼女は大学に行くことができなかっただろう。 [12.3 仮定法を使う表現〈Key Sentences〉]

(2) もっとがんばって勉強していたら，合格できたのに。 [12.5 ifを使わずに仮定を表す〈Key Sentences〉]

(3) あなたの助けがなかったら，私は試験に失敗していただろう。 [12.5 ifを使わずに仮定を表す〈Key Sentences〉]

(4) ② [12.2 仮定法を使って願望を表す〈Key Sentences〉]

(5) ② [12.3 仮定法を使う表現〈Key Sentences〉]

(6) ④ [12.5 ifを使わずに仮定を表す〈Key Sentences〉]

(7) What would you do if you were to lose your job ? [12.4 were toやshouldを使って仮定を表す〈Key Sentences〉]

(8) If you should start a company , I would help you. [12.4 were toやshouldを使って仮定を表す〈Key Sentences〉]

(9) Should you have any questions , please let me know. [12.5 ifを使わずに仮定を表す〈Key Sentences〉]

(10) knew，would call  [12.1 仮定法過去と仮定法過去完了〈Check問題〉]

(11) could swim，would swim [12.1 仮定法過去と仮定法過去完了〈Check問題〉]

(12) only，had had [12.2 仮定法を使って願望を表す〈Check問題〉]

(13) as if，hadn't seen [12.3 仮定法を使う表現〈Check問題〉]

(14) were[was] not for [12.3 仮定法を使う表現〈Check問題〉]

(15) had not been for [12.3 仮定法を使う表現〈確認問題集〉]


