Level A2 General English

Talking About Imaginary Past Events
過去の事実と異なることを仮定する

Lesson 59

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

If I had taken the earlier train, I would have
gotten a seat.
もっと早い電車に乗っていたら、席に座れていたでしょう。	

2 SITUATION
状況	
Matt is asking Jessie about her trip.
マットはジェシーに旅行のことを尋ねています。	

3 DIALOGUE
ダイアログ	
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。 	

Matt

: How was your trip to Tokyo?

Jessie: The sightseeing itself was a lot of fun, but the
return trip was awful.
Matt

: Oh, why was it?

Jessie: I didn’t bother to reserve a seat on the train
and the non-reserved section was too crowded
so I couldn’t get a seat. So I stood all the way
from Tokyo to Osaka.
Matt

: Wow, you must have been exhausted.

Jessie: Yes. If I had taken an earlier train, I would
have gotten a seat.

マット：	
東京旅行はどうだった？	
	
ジェシー：	
観光そのものは楽しかったんだけど、帰りが	
大変だったのよ。	
	
マット：	
おや、どうしてだい？	
	
ジェシー：	
自由席で帰ってくる予定だったんだけど、電	
車が混みすぎていて座れなかったの。だから	
東京から大阪までずっと立ちっぱなしだった	
のよ。	
	
	
マット：	
わぁ、きっとへとへとになっただろうね。	
	
ジェシー：	
ええ。もっと早い電車に乗っていたら、座れて	
たんだろうけど。	

4 VOCABULARY
語い	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

non-reserved
all the way
exhausted

自由席

	

道中ずっと

	

section
awful

区画、部分	
ひどい

へとへとに疲れた
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

If I had taken the earlier train, I would have
gotten a seat.
もっと早い電車に乗っていたら、席に座れていたでしょう。	

3rd Conditional Talking About Imaginary Past Event
過去の事実と異なることを仮定する（仮定法過去完了）	
 

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

If I had taken the earlier train, I would have
gotten a seat.

もっと早い電車に乗っていたら、座れていただろう。

(=Because I didn’t take the earlier train, I didn’t get a seat.)

If she had studied harder, she could have
passed the exam.

彼女は一生懸命勉強していたら試験に合格できて
いただろう。

(=Because she didn’t study hard, she couldn’t pass the exam.)

If you had asked me for help, I would have
helped you.

	
あなたが私に助けを求めていたら、私はあなたを
助けていただろうに。

(=You didn’t ask me for help, so I didn’t help you.)

If John hadn’t broken his leg, he could have
played in the game.

ジョンは足を骨折していなかったら、試合に出場で
きていただろう。	

（=John broke his leg, so he couldn’t play in the game.)

6 ACTIVITY
練習	
Activity 1: Change these sentences into 3rd conditional.
練習1： 以下の文章を仮定法過去完了に書き換えましょう。	

1. I didn’t have enough money, so I couldn’t buy the car.
2. The weather was bad, so we delayed the departure.
3. His father died, and he quit college.
4. Because you helped us, we could finish the work.
Activity 2: Make 3rd conditional sentences about yourself.
練習2： 自分自身のことで、仮定法過去完了（もし---だったら、---だろうに）の文を作ってみましょう。	
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