Q6

難易度A ☆

前置詞では

for 〜間

since 〜以来

現在完了形とは ?

「過去から現在」
までという「幅のある時間」を表す形だ。

Q2

完了形はどのような語と共に使われるのか ?

動詞を使う

Q1

完了形

第１章

6

どうやって作るのか ?

受動態と同様done（過去分詞）を使うが、今回は be ではなく have と

副詞では

ever 今までに
already すでに
just ちょうど

never 一度もない
yet まだ / もう

組み合わせる。また主語が I、You以外の単数では has になる。

Q7

I have worked here for 10 years.（私はここで10年間働いた）

逆に完了形と共に使えないのは ?

過去の一時点を表す単語と共に完了形は使えない。
代表的なものは when と ago だ。

Q3

なぜ完了形はイメージがとらえづらいのか ?

日本語では
「完了形」
といった形がないからだ。
日本語訳では過去形と区別されないことも多い。
英語の過去形 It rained yesterday.

（昨日雨が降った）

When did you come to Japan?
I came to Japan two weeks ago.

（いつ日本に来たのか）
（ 2 週間前に来た）

上の英文を次の完了形と比較するとわかりやすい。

英語の完了形 It has rained for 3 day.（ 3 日間雨が降った）

Q4

どのような日本語の訳になるのか ?

How long have you been in Japan? （どのくらい日本にいるのか）
I have been in Japan for 2 weeks. （ 2 週間日本にいる）

「ずっと〜している」
「〜したことがある」
「〜してしまった」
たいていこの 3 つのどれかになる。Q3の例では「ずっと〜している」
があてはまる。

Q5

否定・疑問はどのような形になるか。

have を be 動詞のように扱う。

Q8

have been to の意味は ?

「行ったことがある」あるいは「行ってきたところ」という意味だ。

Have you ever been to Okinawa?
（今までに沖縄に行ったことがありますか）

I have just been to the station.
I have studied English.（私はずっと英語を勉強している）
否定 I haven’t studied English.
疑問 Have you studied English? Yes, I have. / No, I haven’t.
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（ちょうど駅に行ってきたところだ）
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練習問題にチャレンジ

didn’t send the letter. （yet）

［1］

（1）I haven’t sent the letter yet.
私はその手紙をまだ送っていない。

（2）She

is sick. （since last week）

（2）She has been sick since last week.
彼女は先週からずっと病気だ。

（3）Did

you see a lesser panda? （ever）

did his work. （just）

did you study French? （How long）

know each other. （for twenty years）

私達は20年来の知りあいです。

［2］次の英文を日本語にしなさい。

［2］

（1）I

（1）私はまだ調査をはじめていない。
（not – yet まだ〜でない）

（2）Have

you ever been to Korea?

just been to the post ofﬁce.

Q6

Q8

（3）私はちょうど郵便局に行ったところだ。
（have been to 行ってきたところだ）
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Q6

（2）あなたは韓国に行ったことがありますか。
（have been to 行ったことがある）

（3）I’ve

Q7

（6）We have known each other for twenty years.

each other 互いに

haven’t started my research yet.

Q6

（5）How long have you studied French?
フランス語をどのくらい勉強しているのですか。

（6）We

Q6

（4）He has just done his work.
彼はちょうど仕事をしてしまったところだ。

（5）When

Q6

（3）Have you ever seen a lesser panda?
今までにレッサーパンダを見たことがありますか。

（4）He

Q6

Q8
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動詞を使う

（1）I

）の単語を使って完了形に作り直しなさい。

第１章

［1］
（

Check Your Answers

