難易度 ★☆☆

現在完了

イチから（初級）

げんざいかんりょう

現在完了 ＝

普通の文
（現在完了でない文）

have または has ＋ 動詞の過去分詞

この形をまず覚えてね！

I am busy.
もとの文の動詞の、過去分詞

現在完了の文

I have been busy .

普通の文

My sister lives in Yokohama.

（現在完了でない文）

もとの文の動詞の、過去分詞

現在完了の文

My sister has lived in Yokohama.

★まずは、文の形の練習！
[
] 内の語句を文末に付け加えて、次の文を現在完了形の文に直しなさい。

(例) We are friends. [ since last year ]
→ We have been friends since last year.
(1) I study English. [ for about two years ]
→
(2) Takako wants to buy a new car. [ for a year ]
→
(3) He is in London. [ since last week ]
→

※これらの文がどういう意味になるかは、次からのページも参考にしてね！
☆ 現在完了の文は、
have または has ＋ 動詞の過去分詞 という同じ形で、意味が 3 種類あります。
この点がまあ、ちょっと大変といえば大変だけど…
でも、1 つずつ整理していけば、それほど難しくはないので、
整理しながら一緒に見ていきましょう。 Let’s open the next page! (^▽^)/□
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現在完了

イチから（初級）

その１ ： 「継続」の意味 … 「（ずっと）～だ、（ずっと）～している」
☆この意味の時に使われる表現☆

for ～

for two hours 「2 時間」
for a week 「1 週間」
for six months 「6 か月間」
for ten years 「10 年間」
for a long time 「長い間」
など。

「～間（かん）、～の間（あいだ）」

since ～

since yesterday 「きのうから」
since last week 「先週から」
since last year 「去年から」
since 2003 「2003 年から」
since I was a child 「私が子供だった時から」
など。

「～から、～以来」

文で見ていきましょう。
★ I
am busy. 私は忙しい。
I have been busy for three days. 私は 3 日間（ずっと）忙しい。
I have been busy since yesterday morning. 私はきのうの朝から（ずっと）忙しい。

▼

★ Yumi
lives in Sydney. ユミはシドニーに住んでいる。
Yumi has lived in Sydney for ten years. ユミは 10 年間（ずっと）シドニーに住んでいる。
Yumi has lived in Sydney since she was eighteen. ユミは 18 歳の時から（ずっと）シドニーに住んでいる。

その２ ： 「完了」 の意味 … 「～してしまった（したところだ）」
☆この意味の時に使われる表現☆

just

already

「ちょうど」

「すでに、もう」

▼ 文で見ていきましょう。

★ I
finished my work. 私は仕事を終わらせた。
I have just
finished my work. 私はちょうど仕事を終わらせたところだ。
I have already finished my work. 私はすでに仕事を終わらせてしまった。
↑
just, already はこの位置に入るよ。

☆この「完了」の意味の時、疑問文と否定文でだけ使われるものがあるよ。それは … ☆

yet
疑問文の時は 「もう（～しましたか？）」
否定文の時は 「まだ（～していません）」
▼ 文で見ていきましょう。

★ Have you eaten lunch yet? あなたはもう、お昼ご飯を食べましたか？
Yes, I have. はい。
No, I have not. / No, I haven’t. / No, I’ve not. または No, not yet. / Not yet. いいえ、まだです。
★ Has he come to your house yet? 彼はもうあなたの家に来ましたか？
Yes, he has. はい。
No, he has not. / No, he hasn’t. / No, he’s not. / No, not yet. / Not yet. いいえ、まだです。
★ I have not eaten lunch yet. 私はまだ、お昼ご飯を食べていません。
He has not come to my house yet. 彼はまだ、私の家に来ていません。
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現在完了
その３ ： 「経験」 の意味 … 「～したことがある、ない」
☆この意味の時に使われる表現☆
疑問文のときのみ使われる →

ever

「今までに～（したことがありますか）？」

否定文としてのみ使われる →

never

「一度も（したことが）ない」

文で見ていきましょう。
★ Have you ever seen a rainbow? あなたは（今までに）虹を見たことがありますか？

▼

I have never seen such a beautiful sea. 私はこんな美しい海を（一度も）見たことがない。
↑
ever, never はこの位置に入るよ。

他に、 before 「以前に」、 once 「一度」 など。

★ I have heard the song before. 私はその歌を以前聞いたことがある。
I have heard the song once. 私はその歌を一度聞いたことがある。
☆特別な表現☆

have（または has ）been to〜 「～に行ったことがある」

※「行く」という意味が入るからといって、gone（go の過去分詞）などは使わないことに注意！
★ I have been to Singapore. 私はシンガポールに行ったことがある。
Takuya has been to Paris. タクヤはパリに行ったことがある。
Have you ever been to Hawaii? あなたはハワイに行ったことがありますか？
I have never been to Hawaii. 私はハワイに行ったことがない。

（＾▽＾） 以上、現在完了の 3 つの意味、つかめたかな？

あとは問題練習をしてみて、しっかり身につけてね！ Let’s start to practice♪

ミニ練習問題
次の日本語の意味になるように、(

)に適語を入れなさい。 [

]内の動詞は適切な形に直しなさい。

(1) 私は 5 年間ずっとローマに住んでいる。
I(

) [ live

] in Rome (

)(

)(

).

(2) サトシはもう（すでに）駅に着いた。
Satoshi (

)(

) [ arrive

] at the station.

(3) サトシはもう（すでに）駅に着きましたか？
(

) Satoshi [ arrive

] at the station (

)?

(4) あなたはこの絵を見たことがありますか？
(

) you (

) [ see

] this picture?
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現在完了
☆ 現在完了の文に 「be動詞の過去分詞」 を入れなければならないのは…
大きくまとめると、次の4つのようになります。
busy「忙しい」、sick「病気だ（具合が悪い）」、happy「幸せだ」、sad「悲しい」、など、

①

形容詞を使う時！
friends「友達」、など、

②

名詞を使う時！
in ○○○ = 「○○○にいる（○○○である）」と、

③

④

誰かがどこかの場所・グループなどにいることを表す文にする時！
「have/has been to ～」（～に行ったことがある、ない）という表現の時。

(^▽^)/ ④は熟語なので置いておいて、①～③について説明しますよ。
①も②も③も、
現在完了でない「普通の文」で例文を書いてみると、
① I am busy. / He is sick.
② We are friends.
③ I am in Tokyo. / She is in the classroom. / We are in the same class.
と、
どれも be動詞がないと成り立たない！ということがわかると思います。
これらの文を現在完了の文にすれば、
be動詞の過去分詞 been が必要だな…ということもわかってきますね。
(^▽^)/ つまり、現在完了の文をいきなり書く前に、
現在完了でない普通の文を思い浮かべてみると、been を入れなければならないかどうかの
判断がつきやすくなるよ♪
あとは実際の問題で練習、練習( . .)φ☆
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