
 

 

Vision Quest English Expression Ⅱ Ace    配布用プリント 

Part1  Lesson 17  Practice 

  → 教科書 p.53 

解答   

 1  1. Meg will have arrived (by the time you come 

back). 

2. (Could you speak up so that everybody) can hear 

you? 

3. (Since there has been a shortage of rain), the 

price of vegetables is high. 

4. Last night I was (so sleepy that I couldn’t study) 

for today’s test. 

5.  (Although the food was delicious), the service 

was disappointing. 

解説 1. 「～するまでに」は by the time を使う。by the 

time で始まる節は時を表す副詞節なので，未来のこ

とであっても現在形を用いる点に注意。 

 2. 「～するように」はここでは so thatを使い，目的

を表す副詞節(so that everybody can hear you)に

する。「大きな声で話す」speak up  

 3. 「～なので」は since を使い，理由を表す副詞節

(Since there has been a shortage of rain)にする。 

 4. 「あまりに～なので…」は so ～ that …を使い，

結果を表す副詞節(so sleepy that I couldn’t study 

for today’s test)にする。 

5. 「～だけれども」は although を使った副詞節にす

る。主節の the service was disappointingと相反す

る内容を，although 節で述べる。「失望させる(よ

うな)，期待に反した」 disappointing 

ポイント 結果・程度を表す so ～ that …は，so と that

の間に形容詞または副詞を置き，〈so＋形容詞[副

詞]＋that S V …〉の形にする。目的を表す so that

は，that節内で助動詞 can [could], will [would]を用

いる。 

 

 2  1. Children like to play outside even if it’s very 

cold. 

2. Kathy listens to me intently whenever I call her.  

3. I’ll make my own decision, whatever my parents 

say. 

4. We won’t get to Tokyo before noon unless we 

leave [start] early in the morning. 

5. I don’t care which restaurant we go to as long as 

the prices are reasonable. 

解説 1. 「たとえ～だとしても」は even ifを使い，譲

歩を表す副詞節(even if it’s very cold)にする。 

 2. 「いつ～しようとも」はwheneverを使い，譲歩を

表す副詞節(whenever I call her)にする。「じっく

りと」intently 

3. 「何を～しようとも」は whateverを使い，譲歩を

表す副詞節(whatever my parents say)にする。 

 4. 「～しない限り」は unless を使い，条件を表す副

詞 節 (unless we leave [start] early in the 

morning)にする。節の中を否定形にしないこと。 

 5. 「～でありさえすれば」という条件を表す接続詞は

as long as を使う。条件を表す副詞節なので，未来

のことであっても現在形を用いる。 

ポイント whatever ～には副詞節を導く「何を～しよ

うとも」のほかに，「～のもの[こと]は何でも」と

いう意味がある。この場合，後に続くのは副詞節で

はなく名詞節で，文中で主語や目的語になる。副詞

節と名詞節を混同しないように注意する。 

  ・副詞節を導く whatever 

   He never get angry whatever we say. 

  「私たちが何を言おうと，彼は決して怒らない」 

  whatever we sayは動詞 getを修飾する副詞節。 

  ・名詞節を導く whatever 

   You can buy whatever you like. 

   「好きなものを何でも買っていいですよ」 

   whatever you like は buy の目的語で，名詞節。 

 

 


