【新三年生用】第12章

仮定法 総合英語Evergreen

[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。
(1) If it were not for music, life would be boring.
(1)
(2) If it rains tomorrow, we will cancel the picnic.
(2)
(3) He talks as if he were an expert in economics.
(3)
(4) Should there be an earthquake, this bookshelf would fall forward.
(4)
(5) She would have died if the climber had not found her.
(5)
[Ｂ] 次の日本語を英語に直しなさい。
(6) 2年前だったら，あなたのプロポーズに応じていたことでしょう。
(6)
(7) もし十分な時間とお金があれば，世界中を旅行するのになあ。
(7)
(8) 彼女の助言を受け入れてさえいたらなあ！
(8)
(9) 私の荷物を運ぶのを手伝っていただけると助かるのですが。
(9)
(10) もし宝くじに当たるようなことがあったら，どうしますか。
(10)
[Ｃ] 次の文を日本語に直しなさい。
(11) If you should be unable to come, please let me know soon.
(11)
(12) If it had not been for your help, we couldn't have finished the job.
(12)
[Ｄ] 日本語の意味に合うように，空所に入る適語を書きなさい。
(13) 君はまるでスターであるかのようにふるまうね。
You behave as if you (
) a star.
(14) もし，宇宙人と話をするとしたら何を言う？
What (
) you say if you (
) with an alien?

(13)
(14)

(15) もしその電車に間に合っていれば，私は今，その会議に出席しているのに。
If I (
)(
) the train, I (
)(
) present at the meeting now.
(15)

解

答
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(1) もし音楽がなかったら，人生は退屈だろう。 [Part 3-3

仮定法を使った慣用表現〈Target例文〉]

(2) 明日雨が降ったら，ピクニックは中止にします。 [Part 2-1

ifを使った仮定法〈Target例文〉]

(3) 彼はまるで経済学の専門家であるかのように話す。 [Part 2-2
〉]

wishやas ifの後の仮定法〈Target例文

(4) 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。 [Part 3-2
定法〈Target例文〉]

ifが出てこない仮

(5) 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。 [Part 2-1
定法〈Target例文〉]
(6) Two years ago, I would have accepted your proposal. [Part 3-2

ifが出てこない仮定法〈Target例文〉]

(7) If I had enough time and money, I would travel around the world. [Part 2-1
例文〉]
(8) If only I had taken her advice! [Part 3-3

ifを使った仮

ifを使った仮定法〈Target

仮定法を使った慣用表現〈Target例文〉]

(9) It would be nice if you could help me with my luggage. [Part 3-4
Target例文〉]
(10) If you were to win the lottery, what would you do? [Part 3-1
〉]
(11) もし来られなくなったら，すぐに知らせてください。 [Part 3-1
問題〉]

仮定法を使ったていねいな表現〈

未来のことを表す仮定法〈Target例文

未来のことを表す仮定法〈Check

(12) もしあなたの手助けがなかったなら，私たちはその仕事を終わらせることはできなかっただろう。
[Part 3-3 仮定法を使った慣用表現〈Check問題〉]
(13) were [Part 2-2

wishやas ifの後の仮定法〈Check問題〉]

(14) would，talked[spoke] [Part 2-1

ifを使った仮定法〈Check問題〉]

(15) had caught，would be [Part 2-1

ifを使った仮定法〈Check問題〉]

