
English Expression No.45
Lesson 24



Read aloud

暇があれば/, 行くのに / 君と一緒に /.

彼の電話番号を知っていれば/, 私は電話するのに / 彼に /.

暇があったなら /, 行けたのに / 君と一緒に/.

彼の電話番号を知っていたなら/, 私は電話したのに /  彼に/ .

そのチームに入っていたなら /, 彼は今頃スターになっているだろうに. /



Back Translate

１．彼の電話番号を知っていれば/, 私は電話するのに / 彼に .

２．彼の電話番号を知っていたなら/, 私は電話したのに /  彼に.

３．そのチームに入っていたなら /, 彼は今頃スターになっているだろうに. 

<Advanced>

４．もし私が鳥なら, 空からきれいな景色を見ることが出来るのに。

５．十分な情報があったら, 彼は決断することが出来ただろうに。





未来のことを表す仮定法
１「仮に～するとしたら」 可能性なし～あり

   would
If S’ were to V原,  S could  V原

  might



If you were to write a book, what would it be about?

If he were to come, tell him to wait.



未来のことを表す仮定法
１「万一～すれば」　 可能性極めて低い

  would (will)
If S’ should V原,  S could (can)  V原

  might (may)



If he should change his mind, he would be let us know.

What will you do if you should fail the exam?



Read aloud

If you were to write a book, what would it be about?

If he were to come, tell him to wait.

If he should change his mind, he would be let us know.

What will you do if you should fail the exam?



Translate & read aloud

/ 仮にあなたが本を書くとしたら /, what would it be 
about?

/ 仮に彼が来るようなことがあれば /, tell him to wait.

/ 万一彼の気が変われば /, he would be let us know.

What will you do / 万一試験に落ちたら /?



Translate & read aloud

/ 仮にあなたが本を書くとしたら /, what would it be 
about?

/ 仮に彼が来るようなことがあれば /, tell him to wait.

/ 万一彼の気が変われば /, he would be let us know.

What will you do / 万一試験に落ちたら /?



Translate & read aloud

/ 仮にあなたが本を書くとしたら /, 何についての本ですか?

/ 仮に彼が来るようなことがあれば /, 待つように言ってくれ.

/ 万一彼の気が変われば /, 彼は私たちに知らせるだろう.

/ あなたはどうしますか / 万一試験に落ちたら /?





wishを使った仮定法

「（今）～であればよいのに(と今願う)。」

S wish + 仮定法過去

「（過去に）～だったらよかったのに（と今願う）。」

S wish + 仮定法過去完了



I wish I knew his phone number.

I wish I had studied more.



wishを使った仮定法

「（過去に）～であればよいのに(と過去に願った)。」(同時)

S wished + 仮定法過去

「（大過去に）～だったらよかったのに（と過去に願った）。」

S wished + 仮定法過去完了



I wished I knew his phone number.

I wished I had known his phone number.





as if [though]を使った仮定法

「まるで～のように」

S V as if [though] + 仮定法過去

「まるで～したかのように」

S V as if [though] + 仮定法過去完了



He treats me as if I were a little child.

I feel as if I had had a horrible nightmare.



Read aloud

I wish I knew his phone number.

I wish I had studied more.

He treats me as if I were a little child.

I feel as if I had had a horrible nightmare.



Translate & read aloud

I wish / 私が彼の電話番号を知っていたら /.

I wish / 私がもっと勉強していたら /.

He treats me / まるで私が幼い子供のように /.

I feel / まるで恐ろしい悪夢でも見たかのような /.



Translate & read aloud

私は願う / 私が彼の電話番号を知っていたら /.

私は願う / 私がもっと勉強していたら /.

彼は私を扱う / まるで私が幼い子供のように /.

私は感じる / まるで恐ろしい悪夢でも見たかのような /.





時制のズレ

I wish I knew his phone number. He looks as if he were ill.


