《英語の神様》No.12
学習 POINT 1

現在完了形(継続) ②

現在完了形(継続)の文の作り方 ①

現在完了形(継続)は、「～からずっと…しています」という意味で、その形は「have＋過去分詞」
です。では、現在形の文から現在完了形(継続)の文を作ってみましょう。
住んでいる

(1)

I

live

in this town.

私はこの町に住んでいます。

(have＋過去分詞に変える)

I have lived in this town for ten years.
ずっと住んでいる

(2)

Bob

私は 10 年間ずっとこの町に住んでいます。

10 年間

習う

learns

Japanese.

ボブは日本語を習います。

(have＋過去分詞に変える)

Bob has learned Japanese since last month.

ボブは先月からずっと日本語を習っています。

先月から

ずっと習っている

Bob は 3 人称・単数なので has を使う。

買いたい

(3)

I

want

to buy a new bike.

私は新しい自転車を買いたい。

(have＋過去分詞に変える)

I have wanted to buy a new bike for a year.
1 年間

ずっと買いたい＝ずっと買いたいと思っている

私は 1 年間ずっと新しい自転車を買いたい
と思っています。

会いたい

(4)

She

wants

to meet you.

彼女はあなたに会いたい。
(＝会いたいと思っています)

(have＋過去分詞に変える)

She has wanted to meet you since last week.
先週から

ずっと会いたがっている

彼女は先週からずっとあなたに会いたがって
います。 (＝会いたいと思っています)

she は 3 人称・単数なので has を使う。

〔ポイント〕
※ 現在形の文から現在完了形の文を作るときの注意点
・現在形の文の動詞を見つけ、それを『have＋過去分詞』にする。
・主語が 3 人称で単数の時だけ has を使い、それ以外はすべて have を使う。
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〔問 1〕 〔
〕内の語句を加えて、次の英文を書き換えなさい。
(1) We learn Chinese.
〔for three years〕

(2) I want to meet your sister. 〔since last month〕

(3) Bob studies Japanese.

(4) Mike lives here.

学習 POINT 2

〔for six weeks〕

〔since 2004〕

現在完了形(継続)の文の作り方 ②

〔例題〕 次のような 2 文から現在完了形(継続)の文を作ることができます。
(1) Mika came to our town last year.

She lives in our town now.

ミカは去年私達の町に来ました。

彼女は今私達の町に住んでいます。

ミカは 去年から ずっと 私達の町に 住んでいます。

Mika has lived in our town since last year.
ミカは

私達の町に
去年から

ずっと住んでいます

「まだ」 スティル

(2) We started to study English two years ago.

We still study English.

私達は 2 年前に英語を勉強し始めました。

私達はまだ英語を勉強します。

私達は ２年間 ずっと 英語を 勉強しています。

We have studied English for two years.
英語

私達は

2 年間

～をずっと勉強しています

〈重要〉

ここの部分を、「2 年前から」=since two years ago と考える人が多くいますが、
これは間違いです。「ago」は、正確には「今から～前に」という意味の語です。
since two years ago は、「今から 2 年前から」となってしまいます。
since の後ろには、「～ago」を使うことはできません。
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〔問 2〕 次の英文の日本語訳の空所を埋めなさい。
(1) I have wanted to meet you since last week.
)。

私は先週(
(2) Tom has learned Japanese for six years.
トムは 6 年(
(3) My sister has wanted to live in Canada for two years.
私の姉は 2 年(

)。
)。

〔問 3〕 次の 2 文をもとに、現在完了形(継続)の文を作りなさい。
(1) I started to learn French five years ago.
I still learn it.

(2) I wanted to visit Kyoto last year.

I still want to visit there.

(3) Ken came to this city in 2010.

He lives here now.

学習 POINT 3 注意すべき since の使い方
since は、「～から・～以来」という意味の前置詞で、次のように使われます。
① Mr. Kato has lived in this town since last year.
加藤先生は去年からずっとこの町に住んでいます。

しかし、次のような使われ方もあります。
② I have loved Mika since I saw her for the first time.
～のときから

初めて

ずっと～が大好きです

私は初めてミカに会ったときからずっと彼女のことが大好きです。

※ ②で使われている since は、接続詞(文と文をつなぐ語)です。 従って、since の後ろは
文(主語＋動詞～)の形が続きます。接続詞 since は、「～のときから」という訳になります。
「～のとき」という意味の接続詞は when ですが、when は現在完了形の文には使いません。
〔ポイント〕
・ I have lived here since 2008.

私は 2008 年からずっとここに住んでいます。

前置詞
ボーン

・ I have lived here since I was born.

私は生まれたときからずっとここに住んでいます。

接続詞
過去形の文

I was born(私は生まれた)
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〔問 4〕 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 have learned English since last year.
)英語を習っています。

私達は(
(2) I have played soccer for eleven years.

私は(
)サッカーをしています。
(3) Bob has played tennis since he was six years old.
ボブは彼が(
)テニスをしています。
(4) My sister has loved you since she saw you for the first time.
［for the first time 初めて］
私の姉は初めてあなたに(
)あなたのことが大好きです。
1 次の 2 文をもとに、現在完了形(継続)の文を作りなさい。
(1) I started to read this book two weeks ago.
I still read it.

(2) John came to Tokyo in 2004.

He lives there now.

(3) Naoko wanted to visit Canada three years ago.

She still wants to visit there.

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) ヤスコは生まれたときからずっとこの家に住んでいます。
Yasuko (
)(
) in this house (
(2) 私達は 3 年間ずっと英語を勉強しています。
We (
)(
) English (

) she was born.
) three years.

(3) 彼女は去年からずっと沖縄を訪問したいと思っています。
She (
)(
) to visit Okinawa (

) last month.

(4) 私は初めてあなたに会ったときからずっとあなたのことが大好きです。
I have (
) you (
) I saw you for the first time.
3 次の日本文を英語に直しなさい。
(1) ケイコは初めてあなたに会ったときからずっとあなたのことが大好きです。

(2) 私は 6 年間ずっとあなたの町を訪問したいと思っています。

(3) 私は生まれたときからずっとここに住んでいます。
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