《英語の神様》No.11

けいぞく

現在完了形(継続) ①

学習 POINT 1 今まで学習したいろいろな文
〔例題〕 下線部に注意して、次の英文の日本語訳の空所を埋めなさい。
(1) We play tennis every day.
)。

私達は毎日テニスを(
(2) We are playing tennis now.
)。

私達は今テニスを(
(3) We played tennis yesterday.

)。

私達は昨日テニスを(
(4) We were playing tennis then.

)。

私達はそのときテニスを(
(5) We will play tennis tomorrow.
私達は明日テニスを(
)。
(6) We’re going to play tennis with Mariko this afternoon.

)。

私達は今日の午後マリコとテニスを(
答えは、次のようになります。
(1) します
(2) しています
(4) していました
(5) するつもりです(＝するでしょう)

(1)～(6)を解説すると、次のようになります。
(1) We play tennis every day.

(3) しました
(6) するつもりです

現在形［普段の習慣などを言うときの文］

します

(2) We are playing tennis now.

現在進行形 (is・am・are＋一般動詞 ing)

しています

(3) We played tennis yesterday.

過去形

しました

(4) We were playing tennis then.

過去進行形 (was・were＋一般動詞 ing)

していました

(5) We will play tennis tomorrow.

未来形

するつもりです

(6) We’re going to play tennis with Mariko tomorrow.

未来形

するつもりです

ところで、自分達が今朝からずっとテニスをやり続けていることを言いたいときは、どのように表現
すればいいのでしょうか。すなわち、「私達は今朝からずっとテニスをしています。」という文です。
この文は、上の(1)～(6)では表現できません。
「～からずっと…をしています」という、過去の一時点からある動作が始まって、今もその動作が
続いているという表現は、次のページの 学習 POINT2 で学習します。
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学習 POINT 2

現在完了形(継続)の文

「過去の一時点からある動作が始まって、今もその動作が続いている」という表現を現在完了形
(継続)と言います。現在完了形(継続)は、現在進行形とよく似ていますが、現在進行形が、「ある
動作が今現在行なわれていること」だけを表すのに対して、現在完了形(継続)は、「ある動作が過
去の一時点から始まって、今もその動作がずっと続いていること」を表します。
・ 現在進行形 「私達は今テニスをしています。」

過去

現在

未来

「テニスをする」という動作が、今現在行われている。〔現在進行形〕
いつからテニスを始めたかは分かりません。

・ 現在完了形(継続) 「私達は今朝からずっとテニスをしています。」

(今朝)

過去

現在

・

未来

「テニスをする」という動作が、今朝からずっと続いている。〔現在完了形(継続)〕

では、英語の現在完了形(継続)の学習に入ります。下の英文を見てください。

過去分詞

スィンス

「～から・～以来」という意味の語

We have played tennis since this morning.

私達は今朝からずっとテニスをしています。

※英語では「have＋過去分詞」の形で「(ずっと)～しています」という意味を
作ります。

have played の have は、I have a pen.の have(～を持っている)とは違って、それ自体は日本語訳が
ありません。「have＋過去分詞」の形で現在完了形(継続)を表します。この形で「～からずっと…
しています」という意味を作ります。
〔例文〕
(1) They have lived in Japan since 2004.
ずっと住んでいます

彼らは 2004 年からずっと日本に住んでいます。

2004 年から

(2) I have studied math for two hours.
ずっと勉強しています

私は 2 時間ずっと数学を勉強しています。

2 時間

(3) Tom has played soccer for ten years.

トムは 10 年間ずっとサッカーをしています。

Tom は 3 人称・単数なので has を使う。

(4) We have learned English since last year.

私達は去年からずっと英語を学んでいます。
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〔問 1〕 下線部に注意して、次の英文の日本語訳の空所を埋めなさい。
(1) My father has listened to music since this morning.
)。

私の父は今朝(
(2) I have lived in this town for five years.
私は 5 年(
(3) Mr. Kato has taught English for twenty years.

)。

加藤先生は(
(4) She has read this book since last week.

)。
)。

彼女は(

学習 POINT 3

since と for の使い分け

現在完了形(継続)の文には、文末に「since～」または、「for～」が使われます。この使い分けを
しっかり覚えなければなりません。
(1) since

(2) for

「～から・～以来」という意味で、次のように動作の出発点を表します。
・ since yesterday
(昨日から)
・ since 2010
(2010 年から)
since の後ろは、過去の一時点を現す語(語句)
・ since this morning (今朝から)
・ since last month
(先月から)
「～(の)間」という意味で、次のように動作の期間を表します。
・ for two days
(2 日間)
・ for a week
(1 週間)
for の後ろは、「a～, two～, five～」などの数字がきます。
・ for five hours
(5 時間)
・ for a long time
(長い間)

〔問 2〕 次の英文の空所に、since か for のどちらかを入れなさい。
(1) ① We have studied English (
) this morning.
② We have studied English (
) four hours.
(2) ① Ms. White has lived in our city (
② Ms. White has lived in our city (

) a year.
) last year.

(3) ① I have learned English (
② I have learned English (

) last week.
) this afternoon.

(4) ① Naoki has played tennis (
② Naoki has played tennis (

) 2009.
) six months.

(5) ① His sister has played the piano (
② His sister has played the piano (

) an hour.
) eleven years.
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次の日本文に合うように、〔 〕内の語を並べ替え、英文を完成しなさい。ただし、先頭に
くる語も小文字で示してある。
(1) 彼女は今朝からずっと英語を勉強しています。
〔 since / morning / has / studied / this / she / English 〕.

(2) 私は 15 年間ずっとこの町に住んでいます。
〔 in / years / I / town / fifteen / lived / have / this / for 〕.

(3) 私の弟は 6 ヶ月間ずっとこの自転車を使っています。
〔 bike / my / months / used / six / brother / this / has / for 〕.

(4) スミス先生は去年からずっと私達の市に滞在しています。
〔 our / has / year / since / in / Mr. Smith / last / stayed / city 〕.

2 次の(
)内に適語を入れ、日本語に合う英文を完成しなさい。
(1) 私達は 2001 年からずっとこの家に住んでいます。
We (
)(
) in this house (
(2) トムは 4 年間ずっと日本語を習っています。
Tom (
)(
) Japanese (

) 2001.
) four years.

(3) 彼女は先月からずっと沖縄に滞在しています。
She (
)(
) in Okinawa (

) last month.

(4) 彼らは 1 時間ずっとバスケットボールをしています。
They (
)(
) basketball (

) an hour.

3 次の日本文を英語に直しなさい。
(1) 私は 3 年間ずっと英語を勉強しています。

(2) Mr. Matsuda は 2005 年からずっとこの車を使っています。

(3) 私達は今朝からずっとテニスをしています。

(4) 私の姉は 2 週間ずっとアメリカに滞在しています。
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