
現在完了形（継続）①

基本文  1 I have lived in Japan for a month.
 2 He has lived in Japan for a month.

    「（ずっと）～している，～である」という意味で，過去から現在まである状態が続いているこ
とを表すには，〈have［has］＋過去分詞〉の形を使う。この形を現在完了形という。

   主語が I・You・複数かそれとも I・You以外の単数かによって haveと hasを使い分ける。
過去分詞は動詞の変化形の１つで，Unit 1で学習した「受け身の文」やこの現在完了形で使う。
⇒ p.210-211 不規則動詞活用表

    「継続」を表す現在完了形の文では，for …「…の間（ずっと）」や since …「…（して）以来」を

よく使う。sinceのあとには，「時」を表す語（句）か「主語＋動詞」を含む語句のまとまり（＝「節」）
がくる。

 ① Earth　② finally　③ I’ve　④ little　⑤ other　⑥ program　⑦ Ricardo　
 ⑧ Rio de Janeiro　⑨ side　⑩ since　⑪ enter　⑫ grade　⑬ had　⑭ headache　
 ⑮ Liz　⑯ Tim　⑰more than …
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語 句
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  次の日本文に合う英文になるように，　　　に適する語（句）を右から選んで書きなさい。
□⑴　わたしは昨日，頭痛がありました。

  I 　　　  a headache yesterday.
□⑵　わたしは今，頭痛があります。

  I 　　　  a headache now.
□⑶　わたしは昨日からずっと頭痛があります。

  I 　　　  a headache since yesterday.
□⑷　わたしの母は１週間ずっと頭痛があります。

  My mother 　　　  a headache for a week.

   次の動詞の①過去形と②過去分詞を書きなさい。
□⑴　want ①　　　　  ②　　　　

□⑵　live ①　　　　  ②　　　　  
□⑶　study ①　　　　  ②　　　　  
□⑷　make ①　　　　  ②　　　　  
□⑸　bring ①　　　　  ②　　　　  
□⑹　give ①　　　　  ②　　　　  
□⑺　write ①　　　　  ②　　　　  

1

have
has
had
have had
has had

2

ｐ.48 で発音と
意味を確認しよう！

確認問題
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 次の　　　に forか sinceのうち適する語を書きなさい。また，できた文
を日本語に直しなさい。

□⑴ I have wanted a new bike 　　　  a year.
  （ ）。

□⑵ He has used a computer 　　　  then.
  （ ）。

□⑶ She has loved Japanese tea 　　　  she came to Japan. 
  （ ）。

基本問題

  次の英文に（　　）内の語句を加えて現在完了形の文に書きかえるとき，
　　　に適する語を書きなさい。

□⑴ I play the guitar.  （for two years）
  I 　　　   　　　  the guitar for two years.
□⑵ They study English.　（since April）
  They 　　　   　　　  English since April.
□⑶ The shop sells cars.  （for ten years）
  The shop 　　　   　　　  cars for ten years.

  次の日本文に合う英文になるように，　　　に適する語を書きなさい。
□⑴ わたしたちは 2010 年からこの町に住んでいます。
   We 　　　   　　　  in this town 　　　   
2010.

□⑵ わたしはこのかばんを５年間使っています。
   I 　　　   　　　  this bag 　　　   ve years.

□⑶ 絵美は 10 歳のときからピアノをひいています。
   Emi 　　　   　　　  the piano 　　　   

she was ten.

  次の日本文に合う英文になるように，（　　）内の語を並べかえなさい。
□⑴ わたしたちは去年からここで働いています。
  We （ have / here / last year / since / worked ）.
  We 　　　 .
□⑵ わたしは東京に７年間住んでいます。
  I （ for / have / in / lived / seven / Tokyo / years ）.
  I 　　　 .
□⑶ 次郎は５年生のときからサッカーをしています。
  Jiro （ soccer / since / played / was / he / has ） in the  fth grade.
  Jiro　　　  in the  fth grade.

3

1

2

3

基本文・例文の意味
1  わたしは日本に１か月間住
んでいます。

2  彼は日本に１か月間住んで
います。

1  
現在完了形
・主語が I, you, 複数
　〈have＋過去分詞〉
・主語が三人称単数
　〈has＋過去分詞〉
※ 三人称単数とは，I・You以
外の１人の人を表す。
例  he / she / it / Ken / 
 my father など
⑶ sell – sold – sold
主語と have［has］の短縮形
・I have → I’ve
・we have →we’ve
・you have → you’ve
・he has → he’s
・she has → she’s
・it has → it’s
・they have → they’ve
注　 he’sは he is, she’sは she 

is, it’ sは it isの短縮形と
同じ形になる。どちらの短
縮形かは前後の文脈から判
断する。

2  
⑴ 2010 は twenty tenと読む。
〈継続〉を表す現在完了
過去に生じた状態や，始めた動
作が現在まで続いていることを
表す用法。「（ずっと）～してい
る，～である」という意味を表す。

sinceと for
〈継続〉を表す用法では，since
や forがよく用いられる。
forのあとには期間を表す語句
が，sinceのあとには起点を表
す語（句）がくる。
例  for a week「１週間」
  since last week
 「先週から［以来］」
  since he was ten
 「彼が10歳のときから［以来］」
3  
〈主語＋ have［has］＋過去分詞
～ .〉の語順にする。
⑴「ここで働く」work here
⑶  sinceのあとに「主語＋動詞
～」の形がくる。「５年生で
ある」be in the  fth grade
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