《英語の神様》No.13
学習 POINT 1

現在完了形(継続) ③

現在完了形(継続)の否定文・疑問文

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。ここでは、現在完了形(継続)の否定文と疑問文を学習します。
〔ポイント〕 現在完了形(継続)
・否定文
have(has)の後ろに not を付ける。
・疑問文
have(has)を文頭に置く。
・答え方
have(has)を用いて答える。
(1)
〔否定文〕

You have

lived here for ten years.

You have not lived here for ten years.

あなたは 10 年間ずっとここに住んでいます。

あなたは 10 年間ずっとここに住んでいません。

=haven’t (ハヴント)

〔疑問文〕 Have you
〔答え方〕

(2)
〔否定文〕

lived here for ten years?

Yes, I have.

/

Ken has

No, I haven’t.

あなたは 10 年間ずっとここに住んでいますか。

はい、住んでいます。/ いいえ、住んでいません。

studied English since last year.

Ken has not studied English since last year.

ケンは去年からずっと英語を勉強しています。

ケンは去年からずっと英語を勉強していません。

=hasn’t(ハズント)

〔疑問文〕 Has

Ken

〔答え方〕

Yes, he has.

studied English since last year?
/

No, he hasn’t.

ケンは去年からずっと英語を勉強していますか。

はい、しています。/

いいえ、していません。

〔問 1〕 〔
〕内の指示に従って、次の英文を書き換えなさい。
(1) We have played tennis for a week.
〔否定文に〕

(2) You have wanted to meet him since last week.

〔疑問文に、さらに Yes で答える〕

(3) Yuka has lived here since she was born. 〔疑問文に、さらに No で答える〕

(4) Mike has taught us English for a week.

〔否定文に〕
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学習 POINT 2

How long have you 過去分詞～?

You have studied English for two years. (あなたは 2 年間ずっと英語を勉強しています。)の下線部
を尋ねる疑問文を作ります。すなわち、「あなたはどのくらい英語を勉強していますか。」という疑
問文です。
(1)
You have studied English for two years.
この部分を尋ねる疑問文を作りたい。

You have studied English

for two years.
どのくらい(の間)

〈疑問文の形にする〉

How long
How long

have you studied English

(2)

?

あなたはどのくらい英語を勉強していますか。

Nancy has lived in Japan

since last year.
この部分を尋ねる疑問文を作りたい。

Nancy has lived in Japan

since last year.
どのくらい(の間)

〈注〉英語では、「いつから」という
尋ね方はしません。

〈疑問文の形にする〉

How long
How long

has Nancy lived in Japan

?

ナンシーはどのくらい日本に住んでいますか。

〔ポイント〕

How long have you 過去分詞～?

「あなたはどのくらい～していますか」

〔問 2〕 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) How long have you used this bike?
あなたは(
I have used it for five years.
私は(

)この自転車を(
)それを(

)。
)。

(2) How long has your brother stayed in America?
)。

あなたの兄は(
Since last month.
(

)。

〈短縮形を覚えましょう〉
・I have → I’ve

・You have → You’ve

・We have → We’ve

・They have → They’ve ・have not → haven’t ・has not → hasn’t
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・He has → He’s

・She has → She’s

1 〔
〕内の指示に従って、次の英文を書き換えなさい。
(1) You’ve learned science for seven years.
〔疑問文に、さらに No で答える〕

(2) He’s lived here since 2009.

〔否定文に〕

(3) You have played soccer for twelve years.

〔下線部を尋ねる疑問文に〕

(4) Yuka has wanted a cat since last month.

〔下線部を尋ねる疑問文に〕
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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) あなたはどのくらい英語を勉強していますか。
〔 studied / how / English / you / have / long 〕?

(2) 彼は 2 年間テニスをしていません。
〔 two / tennis / hasn’t / he / years / played / for 〕.

(3) 彼女はどのくらいこの町に住んでいますか。
〔 she / town / how / in / lived / has / long / this 〕?

(4) ケイコは 6 ヶ月間沖縄に滞在しているのですか。
〔 in / six / Keiko / has / months / stayed / Okinawa / for 〕?

(5) あなたは生まれたときからずっとここに住んでいるのですか。
〔 since / born / have / were / here / you / lived / you 〕?

・・・問題以下省略・・・
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3 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) あなたは生まれたときからずっとこの家に住んでいますか。
(
) you (
) in this house (
はい、住んでいます。
Yes, I (

).

(2) 私達は 1 年間テニスをしていません。
We (
)(

) tennis (

(3) あなたはどのくらい英語を習っていますか。
(
)(
) have you (
先月からです。
(

) you were born?

) a year.
) English?

) last month.

(4) あなたの弟は 5 年間この自転車を使っていますか。
(
) your brother (
) this bike (

) five years?

いいえ、使っていません。
No, he (
).
(5) マユミはどのくらいカナダに滞在していますか。
(
) long (
) Mayumi (
3 週間です。
(

) in Canada?

) three weeks.

4 次の日本文を英語に直しなさい。
(1) あなたは 2 年間英語を勉強していますか。

はい、勉強しています。

(2) 私達は去年からサッカーをしていません。

(3) あなたはどのくらいここに住んでいますか。

私が生まれてからです。

(4) あなたはどのくらいこの部屋を使っていますか。

去年からです。

(5) ボブはどのくらい日本語を習っていますか。

3 ヶ月間です。
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