
【新二年生用】第4章　完了形 総合英語Evergreen

[Ａ] 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。

(1) I (　　) (　　) (　　) this puzzle for 30 minutes.
 私は30分間，このパズルをやり続けている。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(1) 

(2) We (　　) (　　) in this house since 1992.
私たちは1992年からこの家に住んでいます。  　　　　　　　   　　　　　　　(2) 

(3) The concert (　　) (　　) (　　) by three.
3時までには，コンサートは終わってしまっているだろう。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(3) 

(4) I (　　) (　　) Greg for 20 years.
グレッグと私は，知り合ってから20年になる。  　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) How long (　　) (　　) (　　) (　　) here?
ここでどのくらい待っているのですか。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(5) 

[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。

(6) Henry (　　) his homework.
ヘンリーはちょうど宿題をやり終えたところです。

①has just finished    ②have already finished    ③just have finished    ④has just finishing    
 　　　　　　　(6) 

(7) I'll go shopping if it (　　) raining by this afternoon.
今日の午後までに雨がやんでいれば，買い物に行きます。

①stopped    ②has stopped    ③stop    ④will have stopped     　　　　　　　(7) 

(8) He (　　) here since last night.
彼は昨夜からここにいない。

①didn't be    ②wasn't    ③hasn't been    ④haven't been     　　　　　　　(8) 

(9) They (　　) each other for ten years when they got married.
彼らが結婚した時，知り合ってから10年になっていた。

①have known    ②had been knowing    ③were knowing    ④had known     　　　　　　　(9) 

(10) He (　　) here last night.
彼は昨夜ここに着いた。

①has been arriving    ②arrived    ③has arrived    ④arrived at     　　　　　　　(10) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(11) 子どものころからポールとは知り合いだ。

( we / known / I / Paul / were / since / have ) children.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) 来月にはこれらの葉は赤く色づいているだろう。

( have / red / leaves / will / these / turned ) by next month.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) 大学に入るまで，私は1度も外国人と話したことがなかった。

( I / before / never / a foreigner / to / had / spoken ) I entered college.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) もう1回見たら，私はそのミュージカルを3回見たことになる。

I ( times / seen / the musical / will / three / have ) if I see it again.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 私たちが競技場に着いた時，すでに試合は始まっていた。

( we / when / the game / had / arrived / already / begun ) at the stadium.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第4章　完了形 総合英語Evergreen

(1) have been doing [Part 2-1　現在完了形と現在完了進行形〈Target例文〉]

(2) have lived [Part 2-1　現在完了形と現在完了進行形〈Target例文〉]

(3) will have finished [Part 3-1　未来完了形〈Target例文〉]

(4) have known [Part 2-1　現在完了形と現在完了進行形〈Target例文〉]

(5) have you been waiting [Part 2-1　現在完了形と現在完了進行形〈Target例文〉]

(6) ① [Part 2-1　現在完了形と現在完了進行形〈Target例文〉]

(7) ② [Part 3-2　「今」に視点を置かない現在完了形〈Target例文〉]

(8) ③ [Part 2-1　現在完了形と現在完了進行形〈Target例文〉]

(9) ④ [Part 2-2　過去完了形と過去完了進行形〈Target例文〉]

(10) ② [Part 2-1　現在完了形と現在完了進行形〈Target例文〉]

(11) I have known Paul since we were  children. [Part 2-1　現在完了形と現在完了進行形〈Target例文〉]

(12) These leaves will have turned red  by next month. [Part 3-1　未来完了形〈Target例文〉]

(13) I had never spoken to a foreigner before  I entered college. [Part 2-2　過去完了形と過去完了進行形〈Target
例文〉]

(14) I will have seen the musical three times  if I see it again. [Part 3-1　未来完了形〈Target例文〉]

(15) The game had already begun when we arrived  at the stadium. [Part 2-2　過去完了形と過去完了進行形〈

Target例文〉]


