
1章 現在完了形
●現在完了形とは?

現在形…現在のことを表わす
過去形…過去のことを表わす
現在完了形…過去からつながる現在の動作・状況を表わす

薬311(1)

11現 在完 了(1)継続

1lived here three years agO

3年前ここに住んでいた。

か  sinceか ?

)last year

)a long time

)2014

)a week

1‖ve here now

今ここに住んでいる。

I have lived here for three years
私は3年間ここに(ずっと)住んでいます。

この 《have+過去分詞 》を 現在完了形 といいます。

現在完了形には
継続、 経験、 完了(結果)の 3つの用法があります。

過去分詞は、受け身の文で学習しました。

糞311(2)

☆継続を表わす現在完了形 「ずつと～している」

I have lived here for three years
私は3年間ここに(ずつと)住んでいます。

She has been s:ck since yesterday
彼女は昨日からずっと具合がわるい。

※ beenは be動詞の過去分詞

継続を表わす現在完了形では fo4 jnceがよく使われます。
for～ 「～の間」と期間を表わす
Once～ 「～から、～以来」と過去の時期を表わす

お
　
＜

＜

＜

＜

習練

( ) a month
( ) three days
( ) [was a child
( ) two hours

現在完了形

短縮形  I have→ rve he has→ he'sなど



英311(1)

●現在完了形とは,

現在形…現在のことを表わす
過去形…過去のことを表わす

I"ved here three years agO

3年前ここに住んでいた。

( since ) last year
( -1,' ) a long time
( since ) 2014
( fu" )aweek

F-.ffiYt I have - Ive he has

( lu" )amonth
( fo. ) three davs
(si".")[wasachild
( fl' ) two hours

--- he's /it'

1live here now

今ここに住んでいる。

I have lived here for three years
私は3年間ここに(ずっと)住んでいます。

この 《have+過去分詞 》を 現在完了形 といいます。

現在完了形には
継続、 経験、 完了(結果)の 3つの用法があります。

過去分詞は、受け身の文で学習しました。

葵311(2)

☆継続を表わす現在完了形「ずつと～している」

l have lived here fOr three years
私は3年間ここに(ずっと)住んでいます。

She has been sick slnce yesterday
彼女は昨日からずつと具合がわるい。

※ beenは be動詞の過去分詞

継続を表わす現在完了形では FOr,ζnceがよく使われます。
for～ 「～の間」と期間を表わす
Once～ 「～から、～以来」 と過去の時期を表わす

練習  forか onceか?



1( )に適する語を書きなさい。           英3●-10

(1)私は英語を3年間勉強しています。
I(       )(        )English(       )three years

(2)彼は長い間ここに住んでいます。

He(     )(      )here(     )a long t:me
(3)私たちは昨日からこの町にいます。 いる be動詞の過去分詞

We(   )(    )ln ths city(   )yesterday
(4)私の兄は10年間この自転車を使つています。

My brother(    )(    )this bke(   )ten years
(5)私は2010年から彼を知っています。(彼と知り合いです。)

1(   )(    )him(   )2010

2( )内の語句を加えて、現在完了形の文にしなさい。
(1)They are in Canada(three weeks)

(2) Tom uses this computer. ( last year )

●否定文                     葵3-1-1(4)

肯定文   I have been h Tokyo dnce yesterday
私は昨日から東京にいます。

そ51ヨ 5t     l have not been in Tokyo since yesterday

私は昨日から東京にはいません。
have(has)の あとにnOtを置きます。
短縮形 have not→ haven't has not→ hasn't

3否定文にして、出来た文の意味も書きなさい。

(1)Tom has been at home since this morning

E+t
(2) You have studied English for a long time.

日本文



1( 】こ適する語を書きなさい。           糞3¬¬0
(1)私は英語を3年間勉強しています。

I( kttvく   )( sI、^J:マ 2 )English (  1ヽ r  )three years
(2)彼は長い間ここに住んでいます。

He(  kα ∫ )( livく 2 )here(  乳′ )a long time
(3)私たちは昨日からこの町にいます。 しヽ(|・動:1の過■■■

We(k■ c)( b22r )in this city(ダ A`く )yesterday

(4)私の兄は10年間この自転車を使つています。
My brother(   ka`  )(  伏

`で

き  )this biko (  for  )ten years
(5)私 |ま2010年から彼を知っています。(彼と知り合いです。)

I( kく vζ  )( にn。″ハ )him( sin`で )2010

2()内の話旬を加えて、現在完了形の文にしなさい。

(1)They are in Canada(three weeks)

(2) Tom uses this computer. ( tast year )

●否定文

肯定文

否定文

糞311(4)

I have   been in Tokyo since yesterday

私は昨日から東京にいます。
l have not been in Tokyo since yesterday

私は昨日から東京にはいません。
havelhaめのあとにnOtを置きます。
短縮形 have nOt→ haven't has not→ hasnt

3否定文にして、出来た文の意味も書きなさい。

〈1)Tom has been at home since this morning

日本文μ仄ィィfし ら

“

‐
,、 )多 1.ぃ ノtん

(2)YOu have studied Eng"sh for a long time

Y(^ hゃ υ

`ぃ

寸 ^」「

日本文派πr,,′ 毛゙ 閉′乏弟を之杉久12ヾ ′てム



●疑問文                     英3-1-1(5)

日定文    she has l市ed h TokyO for a bng ume

彼女は長い間東京に住んでいます。
疑最尋文   Has she nved in TokyO fOr a long jme?

彼女は長い間東京に住んでいますか。
Yes,she has /No,she hasn't

have(has)を主語の前に置きます。 答えるときも have(has)で 受ける。

4疑問文にして、YesとNoで答えなさい。
(1)Tom has been at home since this morning

'-'i Yes, _. / No,
(2) You have studied English for three years.

---' Yes, 

- -. 

/ No, 

-
(3) Tom and Emi have been good friends for two years.

--- Yes, _ /NO,

●「どのくらい～」と期間をたずねる           葵3-1」 (6)

How long have you lived in Osaka?
あなたはどのくらい(の期間)大阪に住んでいますか。

答え方
  {Fλ:出湿

e尾

電lrthreeyears

5英語に直しなさい。

(1)あなたはどのくらい英語を勉強していますか。

(2)彼はどのくらいここにいますか。

(3)彼らはどのくらいこの部屋を使つていますか。

311終 了



●疑問文

肯定文

疑間文

●「どのくらい～」と期間をたずねる

英311(5)

She has“ved in Tokyo for a long time

彼女は長い問東京に住んでいます。
Has she  ‖ved in TokyO fOr a long time?

彼女は長い問東京に住んでいますか。
Yes,she has /No,she hasn't

have(has)を主語の前に置きます。 答えるときも have(has)で 受ける。

4疑間文にして、YesとNoで答えなさい。
(1)Tom has been at home since this morning

Hへ

`_III魅
_上.。._コJL」、コロ生_`L藤4_」」L壺■J、タム■チ_`L______

→ Yes, k′   ka`   /No,  hc ュ
(2)You have studied English fo"three years

―

―

/No,   ■   にαυ ι n十

(3)Torn and Emi have beenゃ od friends for two years

H^吹 ToK次^J Eぃ l もとιぃ。。。」 fレi2^J,イ:′ 不空.」
“
窒yS→Yes十り にνe /NQ」

=ッ
人島′″ナ

つ

′

英311(6)

How long have you lived in Osaka?
あなたはどのくらい(の期間)大阪に住んでいますか。

名5'Lブゴ
  {Flξ lh:lel:;:「λrthreeyears

5英語に直しなさい。

(1)あなたはどのくらい英語を勉強していますか。

たん0マ  ンoレヽ ∫ |“ /ノ ム ?

(2)彼はどのくらいここにいますか。

々。ω   ′。̂ ム
^`  12  

ι′ὶ
q

ム2′ι

(3)彼らはどのくらいこの部屋を使つていますか。

311終 了



補充問題 英31¬ 補(1)

1( 】こ適する語を書きなさい。
(1)久美は3時からずつとここにいます。

Kumi(    )(     )here(    )three。 'clock

(2)私は長い間あなたに会っていません。
1(    )(    )you fOr a long ttme

(3)私は10年前から彼を知っています。

1(     )(     )him(    )ten years
(4)トムは10歳の時から日本に住んでいます。

Tom〈     )(     )in」 apan(    )he was ten

(5)彼女はどのくらい音楽を聞いていますか。

(         )(         )(        )she(         )to nnusic?

2各組の文がほぼ同じ内容になるように、( )に適する語を書きなさい。

(1)I :l::amet°
)(apanthri;nli:::fi°

'andilir::|:[I;:in」 apan

(2){ M予 照:11:::as siC'Iesterd;ti∬ iiSSt‖

|,じ

ょs::浩占y
s● ‖また、今でも

英311補 (2)

3次の文を()内の指示に従つて書きかえなさい。
(1)I want tO go to Canada(for a ttng■ meを加えて現在完了形に)

(2)You've been here Jnce Lst面 ght(下線部をMy dste‖こ変えて)

(3)Ken has studbd En」 たh fOr twO_墾,撻 〈下線部をたずねる疑間文に)

4英語に直しなさい。
(1)彼は先月からずつと忙しい。

(2)先週からずつと晴れています。 (sunny)



英311ネ甫(1)

1( )に適する語を書きなさい。
(1)久美は3時からずっとここにいます。

Kumi( Ra,  )(  ♭.2ぃ  )here(∫inc c)three。'clock

(2)私は長い間あなたに会つていません。
1(k～

`ぃ
チ)(s eeハ  )you fOr a long tme

(3)私は10年前から彼を知つています。

1(k製¢)(k^。
"4)hm(tr)ten years(4)トムは10歳の時から日本に住んでいます。

TOm( kα , )( 1,。 e` )in」 apan(slncぇ )he was ten

(5)彼女はどのくらい音楽を聞いていますか。

21壼 :ボ長:(上ぎ高じ)|マζτ暮」f彗:||`寺だ亀事∬』曇きなさい。
(1){ :l::Tit°

)laliletlriinI∫ :::fi°ャ]ldiTr::lケ[:::in」

apan

(2){ М予照:ll:|ど、alC'ど見ilird;tili!iililij:s::造 ay

=し
‖また、今ても

英311補 (2)

3次の文を()内の指示に従つて書きかえなさい。
(1)I want tO go to Canada(for a long tmeを加えて現在完了形に)

② YOu'ま響摯咄金島♂轟話轟鷺論鵠勢エー
J ハ

(3)Ken has studed En」ish for twO years(下 線部をたずねる 問文に)

4英語に直しなさい。
(1)彼は先月からずっと忙しい。

e \as brn, bu,
(2)先週から つと晴れてい ( sunny


