１章

時制

要点
重要ポイント１

時制とは

（１）
「時制」とは「時」と関係のある動詞の変化形のことである。
英語の動詞には，次の５つの変化形がある。
①「原形」
（play，go など）
②「現在形」
（play ／ plays，go ／ goes など）
③「過去形」
（played，went など）
④「過去分詞形」
（played，gone など）
⑤「現在分詞形」
（playing，going など）
この５つの形の中で「時」と関係ある変化形は「現在形」と「過去形」の２つだけで，
あとの３つは「時」とは無関係である。したがって，英語の時制は「現在時制」と「過去
時制」の２つしかないことになる。
また，時制は動詞の変化形であるから，現在時制と現在形，過去時制と過去形は同じこ
とを表す。したがって「現在時制の文」とは動詞の現在形を用いている文，「過去時制の
文」とは動詞の過去形を用いている文ということになる。
（２）未来時制はあるのか？
（１）の説明でわかるように，動詞の５つの変化形には未来を表す形はない。したがって
英語には未来時制がないということになる。
では，will の時制は何かというと，助動詞 will の「現在形」と考えられる。英語という
言語には動詞に未来形がないので，未来のことに対しては，どの程度の確信があるかに
よって may，must，will といった様々な語の現在形を用いて表す。その代表的なものが
will で，その過去形が would である。

▪確認問題１
下線部の語をカッコ内の語に換えて，全文を書き直しなさい。
（１） Richard is sleepy now.（then）
（２） Todd did not have any money with him then.（now）
（３） They have a lot of snow every year.（last）
（４） They were listening to the radio then.（now）
（５） He will get her letter tomorrow.（yesterday）

重要ポイント２

現在時制

（１）形
（be 動詞以外）一般動詞の原形を用いて，現在時制を表す。
▶ 主語が３人称単数の場合は（原則として）一般動詞の原形＋ -s 。
▶ be 動詞は主語により，am，is，are のいずれかを用いる。
（２）表現
たとえば He usually walks to school.（彼はたいてい歩いて学校に行く。）と言った時，
この文では現在までここしばらくの間，たいていは徒歩で通学していることを表している。
さらに明日からもそうであろうことが予想される。つまり「非過去」を表している。これ
を文法では「現在形」と呼ぶのである。したがって「現在時制」は現在を含めた幅広い時
間の中での状態や動作を表現する。
主な現在時制の表現
① 現在の状態
Takashi has long hair.（タカシは髪が長い。）
▶現在，持続している状態。
▶ be 動詞や like，have，know など，状態を表す一般動詞で表現する。
② 習慣的動作
I take the 7:00 bus for Yokohama every morning.
（私は毎朝 7 時の横浜行きバスに乗る。）
▶日常繰り返して行う動作を表現。
▶ get up，teach，play，drink など，動作を表す動詞で表現する。
▶頻度を表す副詞を伴うことが多い。
③ 一般的事実
The earth goes around the sun.（地球は太陽の周りを回っている。）
▶真理や社会通念を表す。ことわざにも使われる。
Time flies.（光陰矢のごとし。
）
（３）頻度を表す副詞
always（いつも）

usually（たいてい，ふだん）

sometimes（時々）

never（決して…ない）

often（しばしば，よく）

＜文中での位置＞
原則として◦ be 動詞の後 ⇒ He is always late for school.
◦助動詞の後 ⇒ He will never be late for school.
◦一般動詞の前 ⇒ I sometimes go fishing.

▪確認問題２
次の動詞の中から英文に合うものを選び，適切な形に変えて空所に入れなさい。
eat teach do open wear take
（１） Mr. Mori is a teacher. He
（２） The store

science at a high school.
at 11:00 on weekdays.

（３） My sister doesn’t eat meat or fish. She only
（４） The man and his dog

vegetables.

a walk in the park every morning.

I see them every day.
（５） Does your grandfather usually
（６） Jack is a high school student. He always
dinner.

glasses?

―Yes, he does.
his homework after

重要ポイント３

過去時制

（１）形
▶原則として一般動詞の原形に -ed をつけて，過去時制を表す。
play → played
▶不規則動詞はそれぞれ決まった形に変化。eat → ate
▶ be 動詞は主語により was または were。
（２）表現
現在とは切り離された過去のある時点での状態や動作を表す。
She visited Kamakura last Sunday.
（彼女はこの前の日曜日，鎌倉を訪れた。）
He was poor but now he is rich.
（彼は貧乏だったが，今は金持ちである。）

▪確認問題３
次のカッコ内の動詞を適切な形にして空所に入れなさい。
（１）（ invite ） Sally
（２）（ call ）

I

（３）（ see ）

We

（４）（ be ）

My father

（５）（ send ） Someone
（６）（ read ） I

her classmates to her birthday party last year.
John this morning.
a famous singer downtown yesterday.
very tired last week.
some flowers to me yesterday.
an interesting book last week.

重要ポイント４

現在進行形

（１）形
be 動詞（is，am，are）＋動詞の…ing 形
（２）表現
今現在，行っている最中の動作を表現する。
主な現在進行形の表現
① 今，進行中の動作
He is watching TV.（彼は今テレビを見ている。）
② 現在，一時的に継続中の行動
Yuri is studying English in London.（ユリはロンドンで英語を勉強している。）
▶話している今現在，行っている動作ではない。

▪確認問題４
次のカッコ内の動詞を適切な形に直しなさい。
（１） Mike（ cook ）in the kitchen now.
（２） Ted（ help ）his father now.
（３） They（ have ）a meeting now.
（４） Kate（ use ）a computer in her room. I can’t use it.
（５） Who（ talk ）on the phone?

重要ポイント５

過去進行形

（１）形
be 動詞の過去形（was，were）＋ 動詞の…ing 形
（２）表現
過去のある時点で，進行中だった動作を表す。
I was studying in the library around ten last night.
（昨晩 10 時頃には，私は図書館で勉強していた。）
A girl was playing in the park alone.（ある少女がひとりで公園で遊んでいた。）

▪確認問題５
次の空所に was / were / did のいずれかのうち最も適した語を入れて，英文を完成させなさい。
（１） Yuri and Eri
（２）

making a cake in the kitchen.
you work last Saturday?

（３） What time
（４）

you go to bed last night?
it raining *when you arrived at the station?

*when S V：「S が V するとき」

（５） What

you doing yesterday afternoon?

重要ポイント６

未来表現

（１）形
重要ポイント１ ですでに学んだように，英語の動詞には未来形という形はない。した
がって英語には未来時制は存在しない。英語で未来のことを表すには動詞の原形を用いて，
① be going to ＋ 動詞の原形
② will ＋ 動詞の原形
という形にすることを，１年生ですでに学習した。
（２）表現
未来のことは不確定な要素が多いので，
すでにそうしようと決めてあることか
その場でやろうと思ったことか
状況からして避けられないと判断できることか
現在，徴候はないがそうなると自分で思っていることか
…などの状況によっていろいろな表現がある。

発
言
者
の
意
志
発
言
者
の
予
想

① be going to …

② will …

すでにそうしようと決めてあることに
ついて言いたいとき。

その場でやろうと思いついたことにつ
いて言いたいとき。

I bought this book. I’m going to read
it this evening.（この本買ったんだ。
今晩読むつもりなんだ。
）

Are you all right? I’ll call for help.（大
丈夫ですか。助けを呼びましょう。）

現在必ずしも徴候があるわけではない
現在の状況から判断して，避けられな が，話している人が（自分で）はずれ
い未来の出来事について言いたいとき。 るはずがないと思いながら，未来の出
来事について言いたいとき。
There are black clouds in the sky. It’s
going to rain.（空に，暗雲がたちこめ
ているぞ。雨が降りそうだね。
）

Taro studies every day. He will pass
the exam.
（太郎君は毎日勉強しているね。
試験に合格するよ（と僕は思う）。）

▪確認問題６
次のカッコ内に will または be going to のいずれかを入れて，英文を完成させなさい。
（１） Oh, you don’t have the book? I（
（２） She（
（３） I’m late! I（

）have a baby in August.
）take a taxi.

）lend it to you.

発音・リスニング
1
[l]：舌の先を上の歯茎につけて「ル」と発音する。日本語の「ラリルレロ」の発音の仕方
に近いが，舌をしっかりと歯茎につけることを意識することがポイント。
They are going to fly in a balloon.

（彼らは気球に乗って飛ぶつもりだ。）

They started a new life on the island.

（彼らはその島で新しい生活を始めました。）

Light the lamp, Lisa.		
（リサ，ランプに明かりをつけて。）

［l］

▪聞き取りクイズ
2
音声を聞いて，つづりを書いてみましょう。
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