《英語の神様》No.14
学習 POINT 1

現在完了形(継続) ④

現在完了形(継続)の文の作り方 ③

ここでは、I am busy. (私は忙しい。) のような be 動詞のある文から現在完了形(継続)の文を作る
学習をします。 現在完了形(継続)の形は、「have＋過去分詞」なので、am の過去分詞が必要に
なります。be 動詞の活用は、次のようになります。
原形

現在形

is
be

am
are

過去形

過去分詞

was

ビン

been

were

では、現在完了形(継続)の文を作ってみましょう。
(1)

We

忙しい

are

busy now.

私達は今忙しい。

(have＋過去分詞に変える)

We have been busy since this morning.
今朝から

ずっと忙しい

(2)

She

私達は今朝からずっと忙しい。

幸せ

is

happy now.

彼女は今幸せです。

(has＋過去分詞に変える)

She has been happy for a long time.

彼女は長い間ずっと幸せです。

長い間
ずっと幸せです

she は 3 人称・単数なので has を使う。

(3)

They

are

仲良し

good friends.

彼らは仲良しです。

(have＋過去分詞に変える)

They have been good friends since last year.

彼らは去年からずっと仲良しです。

去年から
ずっと仲良しです

(4)

Tom

います

is

in Tokyo now.

トムは今東京にいます。

(has＋過去分詞に変える)

Tom has been in Tokyo for a week.
1 週間
ずっと東京にいます
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トムは 1 週間ずっと東京にいます。

〔例文〕
(1) They have been busy since five o’clock.

彼らは 5 時からずっと忙しい。

ずっと忙しい

(2) We’ve been in this park since this morning.

私達は今朝からずっとこの公園にいます。

ずっとこの公園にいる

(3) Has your sister been in Nagoya since last month?

あなたの姉は先月からずっと名古屋にいますか。

ずっと名古屋にいますか

(4) How long have you been in Kyoto?
どのくらい

あなたはどのくらい京都にいますか。

あなたはいますか

(5) She’s been sick in bed for two days.

彼女は 2 日間ずっと病気で寝ています。

ずっと病気で寝ている

(6) These children haven’t been happy for a long time.

これらの子供達は長い間幸せではありません。

(ずっと)幸せではない

(7) I’ve been here for an hour.

私は 1 時間ずっとここにいます。

ずっとここにいる

重要

「ずっと東京にいる」＝have been in Tokyo に対して、「ずっとここにいる」は、have been here です。
また、「ずっとそこにいる」は、have been there です。 here(ここに)・there(そこに)の前には前置詞
in は付きません。

学習 POINT 2

現在完了形(継続)の文の作り方 ④

〔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) Bill came to our town two days ago.
ビルは 2 日前に私達の町に来ました。

He is in our town now.
彼は今私達の町にいます。

ビルは 2 日間 ずっと 私達の町に います。

Bill has been in our town for two days.
ビルは

私達の町に
2 日間

ずっといます

(2) She was sick in bed last week.
彼女は先週病気で寝ていました。

She is still sick in bed.
彼女はまだ病気で寝ています。

彼女は 先週から ずっと 病気で寝ています。

She has been sick in bed since last week.
彼女は
先週から

ずっと病気で寝ています
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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) Your brother has been busy since last week.
あなたの兄は先週(
(2) Ms. White has been in this city for five weeks.

)。

ホワイト先生は 5 週(
(3) She has lived in this town since 2009.

)。

彼女は 2009 年(
(4) Have you been sick in bed since yesterday?

)。
)。

あなたは(
・・・問題以下省略・・・

2 〔
〕内の指示に従って、次の英文を書き換えなさい。
(1) We were busy yesterday. We are still busy.
〔1 つの文に〕

(2) You’ve been sick in bed since last month.

(3) Mika came to this town three weeks ago.

〔下線部を尋ねる疑問文に〕

She is in this town now.

(4) Your brother has wanted a dog since last month.
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〔1 つの文に〕

〔下線部を尋ねる疑問文に〕

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 3 日間ずっと病気で寝ています。
〔 been / days / for / she’s / sick in bed / three 〕.

(2) 私は今朝からずっとここにいます。
〔 morning / here / I / this / been / since / have 〕.

(3) 私達は長い間ずっと仲良しです。
〔 good / we’ve / for a long time / been / friends 〕.
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4 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) 私の兄は 4 週間ずっと博多にいます。
My brother (
)(
) in Hakata (
(2) 彼らは先月からずっと忙しい。
They (
)(

) busy (

(3) あなたはどのくらいこの公園にいますか。
(
)(
) have you (
(4) 彼女は生まれてからずっと幸せです。
She (
)(

) last month.
) in this park?

) happy (

(5) 彼は 5 年間私達の町に住んでいます。
He (
)(
)(

) four weeks.

) our town (

) she was born.
) five years.

・・・問題以下省略・・・

5 次の日本文を英語に直しなさい。
(1) あなたは 3 日間ずっと忙しい。

(2) 私達は 11 年間ずっと仲良しです。

(3) 彼らは 2 時からずっとここにいます。

(4) ケイコは先週からずっと病気で寝ています。

(5) あなたはどのくらいこの図書館にいますか。

・・・問題以下省略・・・
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今朝からです。

