
【新二年生用】第12章　仮定法 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) (　　) we (　　) you were in the hospital, we (　　) (　　) (　　) you.
もし君が入院していると知っていたら，私たちはお見舞いに行ったのに。

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(1) 
 　　　　　　　   　　　　　　　

(2) (　　) time, this project (　　) (　　).
時間があれば，この計画はうまくいくのだが。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(2) 

(3) (　　) (　　) him talk, you (　　) (　　) he knew all about the secret.
彼が話しているのを聞くと，その秘密について何でも知っていると思うことだろう。

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(3) 

(4) (　　) (　　) (　　) (　　) (　　) music, life (　　) (　　) boring.
もし音楽がなかったら，人生は退屈だろう。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　

(5) If he (　　) change his mind, he (　　) (　　) me.
もし彼が考えを変えるようなことがあれば，私に電話してくるだろう。

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(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) Would you mind if I (　　) the window?
窓を開けてもよろしいでしょうか。

①open    ②opened    ③had opened    ④should open     　　　　　　　(6) 

(7) If I had left ten minutes earlier, I (　　) the train.
もし10分早く出発していたら，列車に乗り遅れることはなかっただろうに。

①would not miss    ②won't have missed    ③would not have missed    ④had not missed     　　　　　　　(7) 

(8) (　　) a new bicycle.
もう新しい自転車を買ってもいい時期だよ。

①It's time you buy    ②If only you bought
③It's time you bought    ④It's time you should bought     　　　　　　　(8) 

(9) If only I (　　) her advice!
彼女の助言を受け入れてさえいたらなあ！

①took    ②would have taken    ③have taken    ④had taken     　　　　　　　(9) 

(10) He talks (　　) an expert in economics.
彼はまるで経済学の専門家であるかのように話す。

①as if he were    ②even though he was    ③as though he would be    ④as if he had been     　　　　　　　(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) もしその登山者が彼女を見つけていなかったら，彼女は死んでいただろう。

She would have died ( found / the climber / not / if / her / had ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) 夢がなければ，人生には意味がなくなるだろう。

( for / have / life / dreams, / would / but ) no meaning.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) 電話をお借りしてもよろしいでしょうか。

I ( I / use / wondering / if / was / could ) your phone.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) もし地震が起こるようなことがあれば，この本棚は前に倒れるだろう。

( there / an / be / should / earthquake ), this bookshelf would fall forward.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) もしあの時あの薬を飲んでいたら，私は今元気になっているかもしれないのに。

( the medicine / had / if / taken / then / I ), I might be fine now.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第12章　仮定法 総合英語Evergreen

(1) Had，known，would have visited [Part 3-2　ifが出てこない仮定法〈Target例文〉]

(2) With，would succeed [Part 3-2　ifが出てこない仮定法〈Target例文〉]

(3) To hear，would think [Part 3-2　ifが出てこない仮定法〈Target例文〉]

(4) If it were not for，would be [Part 3-3　仮定法を使った慣用表現〈Target例文〉]

(5) should，would call [Part 3-1　未来のことを表す仮定法〈Target例文〉]

(6) ② [Part 3-4　仮定法を使ったていねいな表現〈Target例文〉]

(7) ③ [Part 2-1　ifを使った仮定法〈Target例文〉]

(8) ③ [Part 3-3　仮定法を使った慣用表現〈Target例文〉]

(9) ④ [Part 3-3　仮定法を使った慣用表現〈Target例文〉]

(10) ① [Part 2-2　wishやas ifの後の仮定法〈Target例文〉]

(11) She would have died if the climber had not found her . [Part 2-1　ifを使った仮定法〈Target例文〉]

(12) But for dreams, life would have  no meaning. [Part 3-2　ifが出てこない仮定法〈Target例文〉]

(13) I was wondering if I could use  your phone. [Part 3-4　仮定法を使ったていねいな表現〈Target例文〉]

(14) Should there be an earthquake , this bookshelf would fall forward. [Part 3-2　ifが出てこない仮定法〈Target例文

〉]

(15) If I had taken the medicine then , I might be fine now. [Part 2-1　ifを使った仮定法〈Target例文〉]


