
７４期生 英語表現Ⅱ P19,20 Random Check A 模範解答 

 第１章[時制]～第７章[分詞] 

  

解答と訳例を配信します。 

【チェックの仕方】 

 ・Best Trainer に記入した自分の解答に〇をつける。間違った場合は、答えの番号を記

入する。 

 ・間違えた問題は問題横にある□□□にチェックを一番左端に入れる。 

 ・正答のみならず、誤答した場合も、別冊 Next Stageを参考に熟読する。なぜ誤答した

のか考える。 

 

Point 004 

001 ③ 〈時制〉未来完了 

訳 アキコはいつも 10 時に寝る。トモコはアキコの家を今晩 10 時 30 分に訪ねるつもり

なので，トモコが到着したときにはアキコはもう寝ているだろう。 

 

Point 055 

002 ④ 〈分詞〉独立分詞構文 

訳 他の条件がすべて同じなら，小さな車の方が大きな車よりも費用がかからないだろう。 

 

Point 053 

003 ① 〈分詞〉hear A doing 

訳 あなたと私の姉［妹］がときどき夜遅く電話で話をしているのが聞こえます。 

 

Point 028 

004 ③ 〈仮定法〉仮定法過去完了 ― 主節の形（would have done） 

訳 もし何か奇妙なものを見かけたら，私たちはあなたに知らせていただろうが，報告す

るようなものはまったくなかった。 

 

Point 021 

005 ③ 〈助動詞〉had better not do「…しない方がよい」 

訳 もう夜も遅いです。物音を立てない方がいいですよ。 

 

Point 007 

006 ② 〈時制〉現在完了進行形 

訳 ジェニファーは過去 6 か月間ずっと歴史の授業のための研究をしている。 



Point 023 

007 ③ 〈助動詞〉can’t[cannot] have done「…したはずがない」 

訳 ケイトは道に迷ったはずがない。ここに何度か来たことがあるのだから。 

▶ lose one’s way「道に迷う」 

 

Point 013 

008 ① 〈態〉完了形の受動態 

訳 そのカフェテリアは先月からずっと閉まっている。 

▶ close は「閉める」という意味の他動詞として使われているので，The cafeteria が主語

の場合は受動態の文にしなければならない。 

 

Point 024 

009 ② 〈助動詞〉should not have done「…すべきでなかったのに」 

訳 その自動車事故は完全に彼の過失だった。彼はそんなに速く車を走らせるべきではな

かったのに。 

 

Point 020 

010 ④ 〈助動詞〉would ― 過去の主語の意志を表す 

訳 馬は立ち止まったきり，1 インチも動こうとしなかった。 

 

Point 049 

011 ② 〈動名詞〉There is no doing「…できない」 

訳 近い将来に何が起こるかはわからない。 

 

Point 055 

012 ③ 〈分詞〉完了分詞構文 

訳 あの映画は以前に見たことがあるので，私は彼らと出かけないことに決めた。 

 

Point 035 

013 ① 〈仮定法〉倒置による接続詞 if の省略― 

If he had listened ... 

→ Had he listened ...  

訳 彼は母親の言うことを聞いていたら，そんな間違いをしなかったかもしれない。 

 

 

 



Point 054 

014 ④ ( → myself understood) 

〈分詞〉make oneself understood「自分の言うことを相手にわからせる」 

訳 私は今まで 10 年間英語を勉強してきているが，いまだに英語で自分の考えを伝えるこ

とができない。 

 

Point 048 

015 ② ( → (in) persuading) 

〈動名詞〉have difficulty (in) doing「…するのが難しい」 

訳 彼らには，一緒に座るように双方を説得するのが難しかった。 

 

Point 008 

016 ③ ( → retires) 〈時制〉until 節 ― 未来のことでも現在時制 

訳 私の父は長いこと糖尿病を患っているが，60 歳で定年で退職するまで働き続けたいと

思っている。 

▶ diabetes「糖尿病」 

 

Point 041 

017 I have climbed Mt. Fuji twice, and on my first climb, I (was lucky enough to 

see) several rare birds. 

〈不定詞〉... enough to do「〜するほど…／とても…なので〜する」 

 

Point 053 

018 I’m sorry (we have kept you waiting) so long. 

〈分詞〉目的語と能動関係 ― 現在分詞 

 

Point 046 

019 (There is no point in talking about) the issue with him again once he’s made a firm 

decision. 

〈動名詞〉There is no point (in) doing「…してもむだだ／意味がない」 

 

Point 040 

020 The Japanese government should (make it easier for Asian students to find) jobs in 

Japan. 

〈不定詞〉S ＋ V ＋ it ＋ C ＋ for A to do 

 


