
Lesson 7 過去完了/ 未来完了  

1 過去完了“過去完了を見たら近くに必ず過去形探せ！” 

(1)  that time に注目！「その時」➡過去のある時点を表す。 

「その時までにはすでに～していた」➡ 過去完了「完了」用法 

 

(2) ended に注目！→過去のある時点を表す。 

「～したとき、まだ…していなかった」➡過去完了「完了」用法 

 

(3) went に注目！→過去形 

「～する前に～したことがなかった」➡過去完了「経験」 

 

(4) died に注目！→過去形 

「～するまでには（ずっと）だった」➡過去完了「継続」 

 

(5) sold に注目！→過去形 

「～したとき、それまで（ずっと）～していた」➡過去完了「継続」 

 

(6) called に注目！→過去形 

「～したときちょうど～したところだった」➡過去完了「完了」 

 

2 過去完了 

(1) got に注目！→過去形 

「～する前にずっと～していた」➡過去完了「継続」 

 ★ただし継続のときは注意が必要！動作を表す動詞のときは had been ～ing を用いる。 

 

(2) thought に注目！→過去形 

➡「思った」時より以前の経験を表すので過去完了「経験」 

 

(3) found に注目！ 

➡「気付いた」時よりもさらに前に行われたことを表すので過去完了を用いる。 

 

(4) got に注目！ 

➡「～したとき２時間ずっと～していた」➡過去完了「継続」 

 

 

 



3 未来完了 

⇨「現在までの状況をふまえて未来のあるときまでには何かが終わる」 

(1) 「6 時までには終わってしまっているだろう」に注目！ 

➡“現在の状況をふまえて未来に何かが終わる！” 

➡未来完了「完了」 

 

(2)  「この夏～すれば、4 回行ったことになる」に注目！ 

➡ 未来完了「経験」 

 

(3)   「来月で 10 年になる」に注目！ 

➡ 未来完了「継続」 

 

Try   「if I go there again tomorrow」に注目！ 

  ➡もし明日～すれば 10 回…することになるだろう」 

  ➡未来完了「経験」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Further Exercise 時制・完了形 

1 

(1) 一般的な事実を表す際には現在形を用いる。 

(2) 現在の状態を表す際には現在形を用いる。 

belong to～「～に所属する」は状態を表す動詞なので進行形にできない！ 

他に進行形にできない動詞は「3 秒以内に中断再開できない動詞」 EV check! 

 

(3) when の前の文に注目！We’ll start the meeting とあるので完全な文である。 

したがって when は時を表す副詞節を導く接続詞➡未来のことは現在形を用いる。 

(4) 後半の when I entered his roomに注目！過去のある時点での最中の行動を表すので 

過去進行形を用いる。 

(5) 後半の when I was a junior high school student に注目！usually にも注目し、 

過去の習慣を表すので過去形を用いる。 

(6) tomorrowに注目！未来進行形will be goingは未来のある一時点での進行中の行為を表

す際に用いる。「未来のある 1 時点において～しているだろう」この場合は未来進行形

は不適！ 

(7) Since Monday に注目！「月曜以来ずっと」➡現在完了形のサイン 

(8) at this time tomorrow に注目！「明日の今頃」➡未来のある一時点における進行中の

行動を表すので未来進行形を用いる。 

(9) sometimes や always は頻度や回数を表すので現在の習慣を表すので、通常現在形とと

もに用いる。しかし、always と進行形をセットに用いることで「～してばかりいる（い

た）」の意味を表すことができる。 

(10) If に注目！if～tomorrow,の部分は副詞節である。したがって if が副詞節で用いら

れるときは if節の中の動詞は未来のことでも現在形を用いる。 

 

2 

(1) soon に注目！「今を基準にして時期的にすぐに」の意味 

したがって未来の内容を表すので will を用いる。 

(2) since this morning に注目！現在完了形（継続）を用いる。 

この場合 cook が動作を表す動詞なのでそのときは have been～ing の形を用いる。 

(3) just now に注目！➡just now は過去形とセットで用いる。現在完了形と一緒に使えな

い。 

(4) at this time tomorrow に注目！➡「明日の今頃」未来のある一時点を表すので未来進

行形 will be～ing を用いる。 

(5) every yearに注目！現在の習慣を表すので現在形を用いる。 

 



3  

(1) a) yesterday に注目！➡過去の幅広い期間に行われた行為は過去形を用いる。 

b)そのとき then に注目！➡過去のある一時点に行われた最中の行動なので過去進行形 

c)「私が起きた時、すでに 2 時間降り続けていた。」➡過去のある時点にそれ以前の行為

や状態がどのように影響を表しているかを表す際には過去完了を用いる。 

この場合「2 時間降り続いていた」➡動作の継続を表すので過去完了進行形 had been 

～ing を用いる。 

d)今現在の進行中の行為を表すので現在進行形を用いる。 

    e)過去から現在までの動作の継続を表す際には現在完了進行形を用いる。 

  f) 未来のことに関する予測を表す際には will V 原形を用いる。 

  g) 未い未来のある一時点の進行中行為「未来のある一時点において～しているだろう」 

   を表す際には未来進行形 will be～ing を用いる。 

(2) 現在の状況を踏まえて未来のある一時点にはこうなっているだろう」という未来におけ

る予測を表す際には未来完了形を表す。 

(3) 現在の状況を踏まえて未来のある一時点においてこうなっているだろう」という未来に

おける予測を表すには未来完了形を用いる。 

 

4   

(1) 過去に始まったことが現在までに続いているので現在完了（継続）を用いる。 

期間を表すので前置詞 for を用いる。 

(2) twice に注目！現在完了（経験）を用いる。 

(3) for wo years に注目！「雪が 2 年間降っていない」を we を主語にしたり、it を主語に

して表すことができる。それぞれの主語によって表現が異なることに注目！ 

(4) 現在 3 回見たことがあって今度みたら 4 回見ることになるだろう 

➡未来完了形を用いる。未来完了形（経験）ではセットで if がよく用いられる。 

(5) 「教師になって 3 年である。」➡現在完了を用いる。 

もとの文: He is a math teacher.を現在完了を用いて書き換える。 

5  

(1) by three に注目！by 「～までには」（期限を表す） 

➡現在の状況をふまえて未来のある一時点においてこうなっているだろう 

 このような状況を表す際に未来完了を用いる。by～とセットでよく用いられる。 

(2) these days に注目！「最近」➡現在の幅広い期間における行為を表すので現在形を用い

て表すことができる。しかし、この場合、選択肢に現在形がない。 

現在進行形を用いて、「今この時」でなくある限られた期間にわたってくり返している

動作やし続けている動作を表すことができる。 EV p 64 

 



(3) on Sunday に注目！➡現在における習慣を表すので現在形を用いる。 

(4) on Sunday に注目！when I was a child とあるので過去における習慣を表すので過去形

を用いる。 

(5) tomorrow night に注目！未来を表す選択肢は 1 つのみ！消去法！ 

現在進行形を用いて確定した未来の予定を表す。 

(6) what time を when と置き換えて考える。 

Bill doesn’t know when Fred (       ) back. 

know は他動詞である。したがって when は名詞節を導く。➡when の中の動詞は未来

のことはそのまま未来形を用いる。 

 

6  

(1) after school today に注目！未来を表す語句である。 

現在進行形を用いて確定した未来の予定を表すことができる。 

(2) since this morning に注目！ 

  疑問文があればわかりにくければ肯定文に直して考えるのが鉄則！ 

  この場合、what に適当な語句を入れて 

  You have been doing homework since this morning.にしてから考えるとわかりやすい。 

 ★have been～ing 現在完了進行形「過去から現在までずっと～している」 

(3) 過去完了が用いられるときは必ず近くに基準となる過去の時点を表す過去形を探せ！ 

 

7  

(1) どのくらい how long～？を用いて現在完了形を用いる。 

How long のあとは疑問文の語順であることに注意！ 

 

(2) 過去から現在まで継続した状態を表すので現在完了形を用いる。 

  元の文 It is cold .の文を基準にして現在完了形を作るとわかりやすい。 

 *since と for の使分けに注意！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lesson 8 助動詞 

Ⅰ ●Can は 2 つの意味を押さえる！ 

① 能力・許可「～することができる」I can speak Chinse. / You can enter my room. 

② 可能性「～する可能性がある      A big earthquake can happen in Okinawa. 

●Mayは２つの意味を押さえる！ 

① 許可「～してよい」              You may use my dictionary. 

②  可能性 50%「～かもしれない」 It may rain soon. 

 

(1) Can I ～？の時は「～してよいですか。」（許可） 

(2) Can you～？の時は 依頼「～してくれませんか」or 能力「～することはできますか」 

(4)Could you～？の時は依頼！「～してくれませんか」 

  (5) May I～？のときは許可「～してもよいですか」 

 (6) park の品詞と意味は？ 

 2  ●must は 2 つの意味を押さえる！ 

① 義務「～しなければならない」  You must do your homework. 

② 可能性 80% 「～にちがいない」 It must rain soon. 

(1) by oneself (myself / yourself / herself / himself/ themselves) ひとりで 

(2) don’t have to V 「～する必要ない」 

(3) must not V 原形 「禁止」～してはいけない 

(4) ●should は 2 つの意味を押さえる！ 

① 助言「～するべきだ」 You should go home now. 

② 推量７０％「～のはずだ」 He should be late for the meeting. 

(5) ●助言 強 must（絶対）＞ やや強い had better (上から目線)＞弱い（控えめ）should 

apologize to 人 (for 物) ⇨動詞は使える形で覚えよ！apologize 「謝辞する」だけで

覚えてもあまり使えない！ 

 3   

(1) Can と be able to の違い 

① I can swim 500 meter.  実際 500 メートル泳げる 

② I am able to swim 500 meter.  泳ごうと思えばその能力はある 

(2)  １つの文に助動詞は一つのみ！２つ使えない！したがって I will can ～ は×！ 

(3)  must の過去形ないので形を変えて had to V を用いる！ 

(4)  １つの文に助動詞一つのみ！したがって will must～とは言えない！ 

(5)  had better を 1 セットの助動詞と考える！したがって had not better は×！ 

(6)   Tell を見たら次の形を予測する！⇨ tell 人 +物 の形！ 

 

 



Lesson 9 助動詞 

Ⅰ 

 (1) ～(3) 

 ●Can は 2 つの意味を押さえる！ 

③ 能力・許可「～することができる」I can speak Chinse. / You can enter my room. 

④ 可能性「～する可能性がある      A big earthquake can happen in Okinawa. 

    ⇨見分け方：can のあと be があるときは②可能性の意味！ 

 

  (4) ●must は 2 つの意味を押さえる！ 

③ 義務「～しなければならない」  You must do your homework. 

④ 可能性 80% 「～にちがいない」 It must rain soon. 

⇨見分け方：can のあと be があるときは②可能性の意味！ 

 2   

(1) ●Mayは２つの意味を押さえる！ 

③ 許可「～してよい」              You may use my dictionary. 

④ 可能性 50%「～かもしれない」 It may rain soon. 

 (2) ●should は 2 つの意味を押さえる！ 

① 助言「～するべきだ」 You should go home now. 

② 推量７０％「～のはずだ」 He should be late for the meeting. 

    (3)～(5) 

  ●will の意味は「１００％必ず～する」２つの意味を押さえる。 

① 意思「必ず～する」 We will win the game. 

②推量「～だろう」  It will rain tomorrow. 

 ●Will you ～？依頼「～してくれませんか」 

3    

(3) Will not 「１００％～しない」 

(4) ●Shall I ～？ 「何かをすることを申し出るとき用いる」Shall I open the window? 

●Shall we ～？ 「一緒に～しませんか？」 

 (3)  would often V 「過去の習慣」 

(4)  ●Shall I ～？ 「何かをすることを申し出るとき用いる」Shall I open the window? 

●Shall we ～？ 「一緒に～しませんか？」 

  (5) should = ought to  

    ●ought to は 2 つの意味を押さえる！ 

①  助言「～するべきだ」 You ought to go home now. 

②  推量７０％「～のはずだ」 He ought to be late for the meeting. 

 



Lesson 10 助動詞  

Ⅰ  

 (1)～(2) 

 ●used to V の２つの用法 

 ①used to V 「過去の習慣」 

 ②used to V 「過去の状態」 

⇨見分け方：used to のあと be 動詞がきたら「過去の状態」の意味！ 

  (3)～(4) 

  ●need は助動詞 「～する必要がある」 

  〇at once 「すぐに」 

⑤ 務「～しなければならない」  You must do your homework. 

⑥ 可能性 80% 「～にちがいない」 It must rain soon. 

⇨見分け方：can のあと be があるときは②可能性の意味！ 

 2   

(1) attend 名詞 「～に出席する」⇨attend は他動詞！そのあとすぐに名詞がくる！ 

(2) ●would の用法 

⇨過去の習慣  ★過去の状態を表す用法なし！ 

(3) 助動詞の後は V 原形！ 

 

3 (1)～(3) 

   ●過去の推量を表す助動詞 

① must have 過去分詞 「～したに違いない」It must have rained yesterday. (80%) 

② may have 過去分詞 「～したかもしれない」 It may have rained yesterday.(50%) 

③ cannot have 過去分詞「～したはずがない」It cannot have rained yesterday.(20%) 

 (4) need not have 過去分詞「～する必要なかったのに」 

(5)～(6)  

●should have 過去分詞 は２つの用法を押さえる！ 

⑤ I (We) should have 過去分詞 ⇨過去のことに対する後悔を表す。 

例 I should have studied harder. 

⑥ You (He/She / They) have 過去分詞 ⇨過去のことに対する非難 

例 You should have studied harder. 

 

 Try 

 ●should have 過去分詞 ⇨過去のことに対する後悔を表す 

 〇leave A （場所）「A を離れる」 

 



Plus 助動詞 

Ⅰ  

  (1)～(2) 

 ●would like to V 「～したい」 

 (3) would rather V 原形 「むしろ～したい」 

 〇alone は形容詞！だから alone のまえに be が必要！ 

 (4)～(5) 

  ●may well V 原形の２つの用法 

⑤ 多分～だろう   She may well be surprised at the new. 

⑥ ～するもの当然だ  You may well get angry at his words. 

    ⇨覚え方ポイント 

① may の２つの意味を考える。1 許可「～してよい」2 推量「～かもしれない」 

②  well は副詞で「十分に」の意味 

  ⇨したがって may well の①は「十分～するかもしれない」⇨「多分～だろう」の意味 

③ は「十分～してよい」⇨「～するのも当然だ」の意味になる。 

  (6)  

    ●may as well V1 (as V2) 「V2 するより V1 するほうがよい」 

   例 You may as well throw your money as buy such a thing. 

    ⇨ 覚え方ポイント！ 丸暗記反対！ 

① may 「～してもよい」 

② well 「十分に」 

③  A is as ～ as B   ⇨ A≧B 

 2 

(1) ●S V（提案、主張、要求、命令の意味の動詞）that S (should ) V 原形 

(2) ●It is 形容詞(important / necessary ) that S (should) V 原形 

⇨It は仮主語の it で that 以下を表す。 

 

 3 (1)might as well V1 as V2 「V2 するくらいなら V1 するほうがよい」 

(2)might as well V1  「V１しないくらいなら V１したほうがよい」 

(3) Would rather V１than V2 「V2 するくらいなら V1 したほうがよい」 

(4) ●It is 形容詞(important / necessary ) that S (should) V 原形 

⇨It は仮主語の it で that 以下を表す。 

 

 


