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[Ａ] 次の日本語を英語に直しなさい。

(1) ケンは足首をねんざしていたので，試合に出られなかった。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) 私の妹は月曜日から入院しています。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) ランチを食べ終えたら，あなたに電話します。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3) 

[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る英語を書きなさい。

(4) It (　　) (　　) (　　) for three days.

3日間雨が降り続いています。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) I've (　　) a bad cold.

ひどいかぜをひいてしまいました。  　　　　　　　(5) 

(6) He'll (　　) (　　) the news by tomorrow.

明日までには，彼はそのニュースを聞いているでしょう。  　　　　　　　   　　　　　　　(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) そのツアーに参加すると，私はその城を3度訪れたことになります。

( times / visited / have / the castle / three / I'll ) if I join the tour.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 今までイタリアに行ったことがありますか。

( to / been / have / Italy / ever / you )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) ロンドンに滞在中にそのミュージカルを2回観た。

( saw / twice / I / when / musical / the ) I stayed in London.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 日本語の意味に合うように，（　）に適切な語を入れなさい。

(10) 日本を訪れる外国人旅行者の数は増加している。

The number of foreign tourists visiting Japan (　　 ) (　　 ) (　　 ).

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

(11) 彼はもう宿題を終えました。

He (　　 ) (　　 ) (　　 ) his homework.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

[Ｅ] 次の日本語を英語にしよう。

(12) 4 月で私は東京に来て 2 年になります。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

[Ｆ] ［　］内から適切な語句を選び，英文を完成させなさい。

(13) We [ know / have known ] each other for many years.

 　　　　　　　(13) 

(14) I [ have visited / visited ] Mexico three years ago.

 　　　　　　　(14) 

[Ｇ] ［　］内の動詞を適切な形にして，対話文を完成させなさい。

(15) A: (　　 ) you (　　 ) your room yet?

B: No, not yet.  　　　　　　　   　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) Ken couldn't play in the game because he had twisted his ankle. [4.2 過去完了形〈Key Sentences〉]

(2) My sister has been in the hospital since Monday. [4.1 現在完了形〈Key Sentences〉]

(3) When I've finished lunch, I'll call you. [4.4 whenやifに続く文で使う現在完了形〈Key Sentences〉]

(4) has been raining [4.1 現在完了形〈Key Sentences〉]

(5) caught [4.1 現在完了形〈Key Sentences〉]

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

(7) I'll have visited the castle three times  if I join the tour. [4.3 完了形を使ってこれからのことを表す〈Key 

Sentences〉]

(8) Have you ever been to Italy ? [4.1 現在完了形〈Key Sentences〉]

(9) I saw the musical twice when  I stayed in London. [4.1 現在完了形〈Key Sentences〉]

(10) has been increasing [4.1 現在完了形〈確認問題集〉]

(11) has already finished [4.1 現在完了形〈確認問題集〉]

(12) In April I'll have been in Tokyo for two years. [4.3 完了形を使ってこれからのことを表す〈確認問題集〉]

(13) have known [4.1 現在完了形〈確認問題集〉]

(14) visited [4.1 現在完了形〈確認問題集〉]

(15) Have, cleaned [4.1 現在完了形〈確認問題集〉]


