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LESSON

VOCABULARY 次の語（句）や表現を知っているか確認しよう。

Study and Activities
学習・課外活動について話す5

ORMS （ 教  pp.40-41）次の日本語を英語にしよう。

A   完了していたこと・経験していたことを表す（過去完了形：完了・経験）
① 私が体育館に着いたとき，その試合はすでに終わっていました。

② 昨日まで，私は学校に遅刻したことが一度もありませんでした。

B  継続していたことを表す（過去完了形・過去完了進行形：継続）
③ 彼女は脚を骨折する前はテニス部に入っていました。

④ 彼が電話をくれたとき，私は２時間ゲームをしていました。

C  過去のある時点より前のことを表す（過去完了形：大過去）
⑤ 先生は，生徒がすでに教室をそうじしたことがわかった。

D  未来のある時点までのことを表す（will have ＋過去分詞）
⑥ 私は次の木曜日までに英語の小論文（essay）を完成させているでしょう。

⑦ このレポートを完成させたら，私の宿題をすべて終わらせたことになります。

⑧ 山本先生（Mr. Yamamoto）は来年で20年間教師をしていることになります。

My Sentences 〈　〉の内容になるように，自分のオリジナル英文を作ってみよう。

A 〈完了・経験していたこと〉

I  

B 〈ずっと続いていたこと〉

I  

C 〈過去より前にしていたこと〉

I  

D 〈しているであろうこと〉

I  

My Essay   （ 教  p.42）学習や課外活動に関して，過去（未来）のある時点までの状況を
自由に考えて，50語程度で書いてみよう。

 1. 学習や活動について   

 2. 過去のある時点までの状況（努力したことや印象的な経験など）

 3. 未来のある時点までの状況（これからの展望や取り組みたいことなど）

●書き出した文をもとに文章にまとめてみよう。

Self-Check

学習や課外活動の状況について，50語程度で書けているか 

過去［未来］のある時点までのことを過去完了形や〈will have＋過去分詞〉で表せているか 

過去［未来］のある時までの行動や出来事を，順を追って説明することができているか 

 get full marks
 get a perfect score
 get good grades
 get poor grades
 pass a test
 fail a test
 prepare for a test

 hand in one’s homework
 turn in a paper
 learn by heart
 make an effort
 make a mistake
 a handout
 a paper[report]

 an assignment 
 complete one’s essay
 a quiz
 a mid-term exam
 a term[final] exam
 a practice match
 a final match
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LESSON 1 �

1I like cats very much. 私は猫がとても好きです。

2My uncle has two cars. 私の叔父は自動車を2台持っています。

3I usually get to school at 8:30. 私はふだん8時30分に学校に着きます。

4My mother teaches biology at a high school. 私の母は高校で生物を教えています。

5I’m writing an essay for my English class. 私は英語の授業のために作文を書いているところです。

6I think my cat is getting fat. 私の猫は太ってきていると思います。

7My grandmother is visiting us tomorrow. 私の祖母が明日私たちを訪ねてきます。

8My brother graduates from college this month. 私の兄は今月大学を卒業します。

LESSON 2 �

1My father looked tired after the long drive. 私の父は長時間の運転のあとで疲れているように見えま
した。

2I went to see a movie last Sunday. 私はこの前の日曜日に映画を観に行きました。

3I was taking a nap around 2:00 p.m. yesterday. 私は昨日午後2時ごろ昼寝をしていました。

4My mother was wearing sunglasses on the beach. 私の母は浜辺でサングラスをかけていました。

5�The sun was setting when we arrived at the beach. 私たちが浜辺に着いたとき，太陽は沈みつつありまし
た。

6�My sister broke her leg while she was skateboarding. 私の姉［妹］はスケートボードをしていたときに脚を骨折
しました。

7�I used to spend my summer vacation with my 
cousins.

私はよくいとこたちと夏休みを過ごしました。

8�There used to be a park next to my cousins’ house. いとこたちの家の隣には以前，公園がありました。

LESSON 3 �

1I’ll do my homework after dinner. 宿題は夕食のあとでします。

2The coach will be back in ten minutes. コーチは10分後に戻ってくるでしょう。

3I’m going to join the badminton club. 私はバドミントン部に入るつもりです。

4I think it’s going to rain soon. まもなく雨が降ると思います。

5I’ll be studying for the exam at this time tomorrow. 明日の今頃，私は試験勉強をしているでしょう。

6We’ll be staying here for a couple of weeks. 私たちはここに2 ，3週間滞在することになっています。

7�We’ll start the meeting when our teacher comes 
back.

先生が戻ってきたらミーティングを始めます。

8�If it rains tomorrow, we’ll hold the ceremony in the 
gym.

明日雨なら，式典は体育館で行います。

LESSON 4 �

1I’ve already booked a train to Kyoto. 私はすでに京都行きの列車を予約しました。

教科書例文・日本語訳
2�My mother has returned from her business trip. 私の母は出張から戻ってきました。

3I’ve visited the British Museum once before. 私は以前大英博物館を一度訪れたことがあります。

4Have you ever been to a foreign country? あなたは今までに外国に行ったことがありますか。

5I have wanted to go to Paris since I was little. 私は小さいころからずっとパリに行きたいと思っていま
す。

6�My father has been driving for more than two 
hours.

私の父は2時間以上ずっと運転をしています。

7�Have you seen Mr. Jones lately? 最近ジョーンズ先生に会いましたか。

8I saw the musical twice when I was in New York. 私はニューヨークにいたとき，そのミュージカルを2回観
ました。

LESSON 5 �

1The class had already started when I got to school. 私が学校に着いたとき，授業はすでに始まっていました。

2�I had never gotten a perfect score until the test 
last week.

先週の試験まで，私は満点をとったことが一度もありま
せんでした。

3�I had been in a soccer club for two years before I 
came to this school.

私はこの学校に来る前は2年間サッカー部に入っていま
した。

4�I had been preparing for the test for two hours 
when you called me. 

あなたが電話をくれたとき，私は2時間試験勉強をして
いました。

5�The teacher found that all his students had solved 
the math problem.

先生は，生徒全員がその数学の問題を解いたことがわ
かった。

6�I will have completed my English project by next 
Friday.

私は次の金曜日までには，英語の課題を終えているで
しょう。

7�I’ll have visited the university three times if I join 
the campus tour.

キャンパスツアーに参加したら, その大学を３回訪れたこ
とになります。

8�Ms. Anderson will have been at this school for ten 
years next month.

アンダーソン先生は来月で10年間この学校にいること
になります。

LESSON 6 �

1My mother can cook Mexican food. 私の母はメキシコ料理を作ることができます。

2Are you able to join us for lunch? 昼食を一緒にできますか。

3I was able to eat everything on my plate. 私はお皿の上にのっているすべてのものを食べることが
できた。

4Peanuts can cause allergic reactions. ピーナツはアレルギー反応を起こすことがあります。

5This can’t be his original recipe. これが彼独自のレシピであるはずがありません。

6May I borrow this recipe book? このレシピ本をお借りしてもよろしいですか。

7He may not be able to eat meat. 彼は肉は食べられないかもしれません。

8I may have put too much salt in the soup. 私はスープに塩を入れすぎたかもしれません。

LESSON 7 �

1We must obey the school rules. 私たちは校則に従わなければなりません。
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解答 解答
LESSON LESSON

54
ORMS

A  ①The game had already ended when I arrived at the gym.
 ② I had never been late for school until yesterday.
B  ③She had been in the tennis club before she broke her leg.
 ④ I had been playing video games for two hours when he called me.
C  ⑤The teacher found that the students had already cleaned the classroom.
D  ⑥ I will have completed my English essay by next Thursday.
 ⑦ I’ll have finished all my homework if I complete this report.
 ⑧Mr. Yamamoto will have been a teacher for twenty years next year.

My Sentences   （解答例）

A  ・ I had already finished my homework when my favorite TV drama began.
 ・ I had never won the game until the last game.
B  ・ I had been in a volunteer club for three years before I entered college.
 ・ I had been jogging for an hour when it suddenly started to rain. 
C  ・ I found that my parents had been to Hawaii before I was born.
 ・ I realized that I had forgotten my umbrella at the library.
D  ・ I will have read 100 books by the end of this year.
 ・ I will have acquired two languages by the time I graduate from university.

Self-Check   My Sentences

文に動詞はあるか 適切な形になっているか 次のことが書けているか

A （過去完了形：完了・経験） 〈完了・経験していたこと〉 

B （過去完了形・過去完了進行形：継続） 〈ずっと続いていたこと〉 

C （過去完了形：大過去） 〈過去より前にしていたこと〉 

D （will have ＋過去分詞） 〈しているであろうこと〉 

My Essay

（解答例1） I’m a member of the basketball team at our school. Last month, 
our team won the district championship. We had practiced not only after 
school every day but also in the morning for two months before the game. In 
two months, we will have hopefully won the first round of the national 
championship.

（解答例2） When I took the Grade Pre-2 Eiken test last year, I had studied 
hard for it. Unfortunately, I failed it. I was really shocked because I had been 
preparing for more than half a year. By this time next year, I think I will 
have passed it.

ORMS

A  ① I’ve already booked a bus to Osaka.
 ②My brother has returned from his school trip.
B  ③ I’ve visited the Louvre Museum twice before.
 ④Have you ever been to Hawaii?
C  ⑤  I have wanted to travel abroad since I was in junior high school [I was a 

junior high school student].
 ⑥He has been playing the guitar for more than an hour.
D  ⑦Have you read a newspaper lately[recently]?
 ⑧ I saw the play several[a few] times when I was in Tokyo.

My Sentences   （解答例）

A  ・ I’ve already packed my clothes in the trunk.
 ・ I’ve already finished making the hotel reservations.
B  ・ I’ve eaten kamameshi bento once before.
 ・ I’ve seen the musical in London twice.
C  ・ I’ve wanted to go to Austria for a long time.
 ・ I’ve been collecting tourist stamps for ten years.
D  ・ Have you seen any interesting movies lately?
 ・ I used a night train when I traveled to Hokkaido last summer.

Self-Check   My Sentences

文に動詞はあるか 適切な形になっているか 次のことが書けているか

A （現在完了形：完了） 〈完了していること〉 

B （現在完了形：経験） 〈経験したこと〉 

C （現在完了形・現在完了進行形：継続） 〈継続していること〉 

D （現在完了形・過去形） 〈最近のこと・過去のこと〉 

My Essay

（解答例1） How are you? I have just arrived at the Churaumi Aquarium in 
Okinawa. Have you ever been there? I’ve always wanted to see the rare sea 
turtles, so I am very excited. Today is a holiday and it will probably be 
crowded. I’ll show you some pictures of the place when we meet!

（解答例2） It’s been a while since I contacted you. I’ve just arrived at the 
pyramids in Egypt. You have been here before, haven’t you? As you said, 
they are huge and amazing! I’m going to go inside one now. I’m looking 
forward to meeting and talking with you when I return to Japan!
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