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解　説

⑴　「銀行で働いている」というのは現在の習慣なので，現在時制を用いる。「仕事をしている時」
というのは，今現在の時点だけの動作なので進行形で表す。
⑵　know は「知っている」という状態を表す動詞。したがって，進行形にはしない。respect も「尊

敬している」という状態（感情）を表す動詞なので，進行形にはしない。

解　答

⑴　My father works for a bank.  He doesn’t answer the phone when he is working.
⑵　I know Mr. Tashiro very well.  I respect his honesty.

時間の流れを整理して適切な時制を選ぶ２ 8 分

　複数の「時」が登場する日本文を英語に置き換える場合，まずそれぞれの「時」の関係を整理す
るとよい。英語の時制には「現在時制」「過去時制」「未来時制」があるが，さらに完了形や進行形
と組み合わせて表現することができ，バリエーションに富むが，「時」の関係を整理することで適
切な時制を選択できる。

《2》日本文の内容から時間の流れを整理する。

例　題
次の日本文の意味を表すように，与えられた書き出しに続けて英文を書け。
⑶　彼はシアトルからＥメールを送ると私に約束してくれました。

He promised me that 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

解　説

　「（彼が）シアトルからＥメールを送る」は「彼は私に約束してくれた」という過去の一時点から
見て未来のことである。未来のことを表すには will を用いるが，promised（約束した）という過
去時制の動詞に続く節の中では，過去時制の となる。

（×）He promised me that he sent me … とすると，promised と sent の時間差が表現できないこ
とに注意。

解　答

⑶　He promised me that he would send me an E-mail from Seattle.

現在

would を用いないと
この時間差が表現できない

基準となる時（＝「（彼が）私に約束してくれた」）

過去のある一時点から見て未来のこと
（＝「彼がシアトルからＥメールを送る」）

▼ ▼過
去

未
来
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　次の日本文を，⑴，⑵，⑶は全文，⑷は下線部のみ英訳せよ（なお，⑷は電話での会話で
ある）。 （50 点）
⑴　川瀬氏が彼女の葬式に参列するとは思いもよらなかった。（10 点）
⑵　古代中国において，その植物は健康によいと信じられていました。（10 点）
⑶　私は最近太ってきたので，毎朝健康のために公園の周りをジョギングしています。
 （12 点）
⑷　Ａ：「えーっ？ 一緒に行けないって？ どうして？」
　　Ｂ：「実は，急用ができたんだ。」
　　Ａ：「もう 30 分も待っているのよ。もっと早く連絡してくれればよかったのに。」
　　Ｂ：「仕方ないだろう。」 （18 点）

 ⇒この問題のヒントは，この回の添削問題の最後に掲載しています。
 悩む問題があれば，ヒントを参考に解いてみましょう。
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解　答

⑴　I never thought that Mr. Kawase would come to her funeral.
⑵　It was believed in ancient China that the plant was good for health.
⑶　I have gained weight recently, so, for the sake of my health, I jog around the park every 

morning.
⑷　“What ?  You can’t go with me ?  Why not ?”  “To tell（you）the truth, something pressing 

has come up.”  “I’ve been waiting for you for half an hour.  You should have got in touch with 
me much earlier.”  “I couldn’t help it.”
別解
⑴　Mr. Kawase was the last person that I expected to attend her funeral.
⑵　In ancient China, the plant was believed to promote good health. ／ The ancient Chinese 

believed that the plant was good for health.
⑶　As I’ve been putting on weight recently, I now jog around the park each morning to stay in 

shape.
⑷　“The truth is, I’ve got something urgent to do.”  “You have kept me waiting for half an hour.  

You should have contacted me much earlier.”  “It couldn’t be helped.”

解　説

⑴ テーマ問題 時間の流れを整理する
■組み立てのポイント
○「…とは思いもよらなかった」は I never thought（that）… と

する。または「別解」のように，‘the last person that …’（最も
…しないであろう人）と ‘expect O to …’（Ｏが…すると予測する）
を利用し，「最も参列しそうにないと思った人」と表すこともで
きる。

○「川瀬氏が彼女の葬式に参列する（だろう）」を節で表す場合は，
Mr. Kawase will come to her funeral となるが，「必修テーマ　

「必修テーマ　英作文」
 《2》を確認しよう。

　次の日本文を，⑴，⑵，⑶は全文，⑷は下線部のみ英訳せよ（なお，⑷は電話での会話で
ある）。 （50 点）
⑴　川瀬氏が彼女の葬式に参列するとは思いもよらなかった。（10 点）
⑵　古代中国において，その植物は健康によいと信じられていました。（10 点）
⑶　私は最近太ってきたので，毎朝健康のために公園の周りをジョギングしています。
 （12 点）
⑷　Ａ：「えーっ？ 一緒に行けないって？ どうして？」
　　Ｂ：「実は，急用ができたんだ。」
　　Ａ：「もう 30 分も待っているのよ。もっと早く連絡してくれればよかったのに。」
　　Ｂ：「仕方ないだろう。」 （18 点）
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英作文」の 《2》で見たように，一度時間の流れを整理し
てみよう。すると，「思いもよらなかった」という過去の一時点
から見て，「川瀬氏が彼女の葬式に参列する」というのは未来の
出来事に当たるので を用いる必要があり，かつ，

（思わなかった）という過去時制の動詞に続く節の中な
ので，Mr. Kawase would come to her funeral と will を過去形
にして表さなければならない。
■語句・表現
○「～に参列する」come to ～；attend ～
○「葬式」funeral

この表現を押さえておこう！発　展
☆ …「Ｓは最も…しそうにないと私が思う人だっ

た←Ｓが…するとは思いもよらなかった」
 このように，慣用表現が使えるように日本文を読み換えようとすることも大切である。

⑵ テーマ問題 日本語表現に惑わされない
■組み立てのポイント
○「その植物は…と信じられていました」は，it を主語にして it 

was believed that … と表すことができる。「健康によい」は日
本語で考えると現在形で表すようにも思えるかもしれないが，

「必修テーマ　英作文」の 《2》で見たように，一度時間
について整理してみよう。すると，「信じられていた」のが過去
のことであり，「その植物が健康によい」ということも，一般的
な事実や真実というよりは，（真実ではないかもしれない）過去
の概念であると考えることができるので， 節内も過去形に
するのが適切。

○あるいは，the plant（その植物）を主語にして the plant was 
believed to … としてもよい。to 不定詞が表す出来事（「その植
物が健康によい」ということ）と was believed（信じられていた）
の間に時間のずれはないので，to 不定詞を完了形にする必要は
ない。なお，to 不定詞が表す出来事の方が過去の場合には，to 
不定詞を完了不定詞にする必要がある。

○あるいは，「古代の中国人は…と信じていた」と能動態で訳出す
ることも可能である。
■語句・表現
○「古代中国において」in ancient China。「古代中国人は…と信じ

ていた」と訳出するなら，the ancient Chinese believed that … 
のように表すことができる。

○「植物」plant

「必修テーマ　英作文」
 《3》を確認しよう。

「必修テーマ　英作文」
 《2》を確認しよう。
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○「健康によい」be good for health ／ be beneficial to health ／ 
be a health aid ／ be wholesome ／ promote（good）health ／ 
provide health benefits

⑶ テーマ問題 「最近」を訳出する時の時制に注意する
■組み立てのポイント
○「太ってきた」の時制は，現在のある時点まで「太る」という状

態が続いているということから，現在完了（進行）形が適切。現
在も体重が増え続けていることに焦点を当てるのであれば現在完
了進行形を，現時点までに体重が増えたことに焦点を当てるので
あれば現在完了形を用いる。

○「～ので，…」は as〔since〕～ , … や ～ , so … で表す。
○「ジョギングしています」は，「している」という日本語を考え

ると進行形にしてしまいたくなるが，「必修テーマ　英作文」の
《1》で見たように，その意味内容を考えよう。ここは‘現

在の習慣’を示すのだから，「ジョギングをする」と現在形で表
したい。
■語句・表現
○「最近」ここでは現在完了（進行）形がふさわしいのだから，「必
修テーマ　英作文」の 《6》で見たように，時制に応じて
使う単語を選択する必要がある。ここでは recently や lately が
適切。

○「太る」gain〔put on〕weight；get〔grow〕fat
○「毎朝」every〔each〕morning
○「ジョギングする」jog
○「健康のために」health を用いると，for one’s health；for the 

sake of one’s health。healthy という形容詞を使えば，to keep 
myself healthy。また，「状態；調子」の意の shape を慣用的に
用いて，to keep〔stay〕in shape とすることもできる。

○「公園の周りを」（a）round the park

⑷ テーマ問題 進行形の用法に注意する
■組み立てのポイント
○「必修テーマ」の 《1》で見たように，「もう 30 分も待っ

ているのよ。」の意味する内容を考えることで，正しい時制を用
いて表現することができる。これは，現在まで「待つ」という動
作が継続している，ということなので，現在完了進行形を用いる
とよい。

○「…してくれればよかったのに」は「…するべきだったのに実際
はしなかった」ということなので，‘should〔ought to〕＋ have 

Warning
「健康によい」を healthy と 
考えて，the plant was healthy 
とするのは誤り。healthy を
叙述用法で用いると，「健康
な」という意味になり，植物
が健康である，という意味に
なってしまう。知っている単
語にすぐに飛びつくのではな
く，どのように用いるとどの
ような意味になるのかを考え
るようにしたい。

「必修テーマ　英作文」
 《1》を確認しよう。

「必修テーマ　英作文」
 《6》を確認しよう。

「必修テーマ　英作文」
 《1》を確認しよう。
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＋過去分詞’を用いて表せばよい。あるいは「あなたはなぜ…す
ることができなかったの？」と読み換えて，Why couldn’t you 
… ? のような表現を使うこともできる。

○「仕方ない」は I can’t help it；It can’t be helped で表せる。こ
の help ～ は「～を避ける」の意。ここでは，「（早く連絡できな
い事態は）避けられなかった」ということだから，現在形ではな
く過去形にする。
■語句・表現
○「実は…」to tell（you）the truth, …；the truth〔fact〕is …
○「急用」something pressing〔urgent〕
○「できた」ここでは「（問題などが思いがけなく）生じる〔起こ

る〕」という意味を表す come up を使うとよいが，I have（got）
to do ～（～をしなければならない）でもよい。

○「～に連絡する」get in touch with ～；contact ～

この表現を押さえておこう！発　展
☆ 「（問題などが思いがけなく）生じる〔起こる〕」
 この意味以外にも「近づく；やって来る」，「出世する」などの意味でも使われる。
 Ex. We have a speech contest coming up soon.（スピーチ・コンテストが近づいているね。）

Warning
「仕方ない」という日本語に
惑わされると現在形で訳して
しまいがち。あくまで，「意
味するところが」過去の内容
か現在の内容か，というよう
に，字面ではなく概念で判断
するようにすればこのような
誤りは避けられる。
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