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コミニカ英語教材(基礎編)

3年　第5級
①　現在完了形の用法 [学習] ‥‥ 3 ~ 4

CD ②　現在完了形の用法　「継続」用法　肯定文　 [語順] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　現在完了形の用法　「継続」用法　否定文 [語順] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　現在完了形の用法　「継続」用法　疑問文 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　現在完了形の用法　「完了」用法　肯定文 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　現在完了形の用法　「完了」用法　否定文 [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　現在完了形の用法　「完了」用法　疑問文　 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　現在完了形の用法　「経験」用法　肯定文 [語順] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　現在完了形の用法　「経験」用法　否定文　　 [語順] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　現在完了形の用法　「経験」用法　疑問文　　 [語順] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　How long ̃? / How many times ̃?の疑問文 [学習] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　現在形から現在完了形への書きかえ　「継続」 [文法] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　現在形から現在完了形への書きかえ　「完了」 [文法] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　現在形から現在完了形への書きかえ　「経験」 [文法] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　現在完了形の疑問文とその応答 [応答] ‥‥ 31 ~ 32

【学習の手引き】 　

(1) 「学習」の項目は、プリントをよく読んで理解しましょう。
(2) 「語順」「英作」「応答」などの項目では、声を出しながら問題を解き、英作文にチャレンジ

しよう。
(3) なれてきたら、完成文だけを書いてもいいです。
(4) 完成文まで書き終えたら、あなたが作った英文をネイティブスピーカーはどう発音するか、CD

で何度も聞き、あなたも後について読みましょう。

(5) 各級を終えたら、今度はCDだけ聴き、日本語の読み上げに続いて、すぐに英語で言ってみま
しょう。
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もし無断で使用された場合は、著作権の侵害となります。
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単語表　3年5級で登場する単語 　

【名詞など】 【形容詞など】

□□日 day　[デイ]　 □□病気の sick　[スィック]

□□辞書 dictionary　[ディクショネリ] □□忙しい busy　[ビズィ]

□□顔 face　[フェイス] 　 □□晴れている fine　[ファイン]

□□宿題 homework　[ホウムワ~ク] 　 □□ひまな free　[フリー]

□□図書館 library　[ライブレニ] □□そんな such　[サッチ]

□□模型 model　[マデる] 　

□□(年月の)月 month　[マンす] 【副詞など】

□□飛行機 plane　[プれイン] 　 □□ちょうど just　[ヂャスト]

□□夕食 supper　[サパ] 　 □□ここに here　[ヒア]

□□テレビ television　[テれビジョン] 　 □□今まで・かつて ever　[エバァ]

□□週 week　[ウィーク] □□しばしば often　[オーフン]

□□仕事 work 　[ワ~ク]　 □□一度も~ない never　[ネバァ]

□□年 year　[イア] □□もう・すでに already　[オーるレディ]

□□病院 hospital　[ハスピタる] 　 □□以前に before　[ビフォー]

□□パンダ panda　[パンダ] 　

 　 □□~から・以来 since　[スィンス]

【動詞など】 □□~の間 for　[フォー]

□□いた been　[ビーン] < be  　

□□掃除した cleaned　[クりーンド] < clean □□今朝 this morning

□□登った climbed　[クらイムド] < climb □□今週 this week

□□料理した cooked　[クックト] < cook 　 □□先週 last week

□□(宿題を)した did　[ディド]  < do・does　 □□先月 last month

□□終えた finished　[フィニッシュト] □□昨年 last year

 <finish □□１週間 for a week

□□行った gone　[ゴーン]  < go　 □□長い間 for a long time

□□住んだ lived　[りブド] < live □□１時間 for an hour

□□作った made　[メイド]  < make 　 □□どのくらい長く? How long ̃?

□□見た seen　[スィーン]  < see 　 □□何回? How many times ̃?

□□滞在した stayed　[ステイド]  < stay  　 (How often ̃?)

□□泳いだ swum　[スワム]  < swim

□□~と話した talked　[トークト]  < talk 　

□□使った used　[ゴーン]  < use

□□(テレビを)見た watched 　[ワッチト]  <watch

□□書いた written 　[リトゥン] < write　
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課題　現在完了形の用法　　　　　　　　　　　　　　学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習３年・第５級 ①

ヒー　ハぁズ　ビーン　　イン　　ジャパぁン　フォー　ア　ウィーク

【基本文】He has been in Japan for a week.
彼は１週間日本にいます

[１]　現在完了形のしくみ

私たちは、時間の流れを過去→現在→未来と流れていると、考えています。

(1) 過去形　He came to Japan last week. * 過去の一時点をあらわす
彼は先週日本に来ました

(2)現在形　He is in Japan now.     * 現在の事実をあらわす
彼は今、日本にいます

(3)未来形　He will come to Japan again. * 未来のことをあらわす
彼はまた、日本に来るでしょう

過去 現在 未来

現在完了形

現在完了形は、(1)と(2)、つまり過去形と現在形を組み合わせたようなものと言えます。
言いかえると、現在完了形は、「過去」から「現在」までの時間の流れの中で過去に起

こったことを現在において表現します。

[英文の生産]
Been in Japan He has been in Japan.
日本に存在したこと  --> 彼はユウする　日本に存在したことを

彼は(ずっと)日本にいます

[英文の生産]
Lived in Japan He has lived in Japan.
日本に住んだことを  --> 彼はユウする　日本に住んだことを

彼は(ずっと)日本に住んでいます

※このbeen in Japanやlived in Japanは、̃ed形動詞フレーズと言われるもので、̃ed形
の動詞のフレーズです。意味は「~したこと」と過去の意味を持っています。

[Ⅱ]　現在完了形の各用法について

同じ、現在完了形でも、副詞や副詞句によって、「継続」「経験」「完了」の４つの用法が

あります。

(1) 現在完了形の「継続」用法　ある過去から現在までの継続をあらわす

この用法には、for +期間(~の間)、since+開始時(~から、~以来)、How long ̃?
(どのくらい長いか?)などが使われます。
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She has  been in Japan. 彼女はずっと日本にいます

She has been a teacher. 彼女はずっと先生をしています

She has been sick. 彼女はずっと病気をしています

She has had a cold. 彼女はずっと風邪をひいています

She has lived in Japan. 彼女はずっと日本に住んでいます

How long have you lived in Japan?
あなたはどのくらい長く日本に住んでいますか?

I have lived in Japan for a year.
私は日本に住んで１年になります

(2) 現在完了形の「経験」用法　過去の経験を現在において述べる

この用法には、ever(かつて、今まで)、never(今まで一度も~ない)、often
(しばしば)、once(かつて、一度/文尾に)、before(以前に/文尾に)などが使わ

れます。また疑問文にはHow many times ̃?(何回?)があります。

She has ever  been to Nara. 彼女はかつて奈良に行った(存在した)ことがあります

I have visited Nara before. 私は以前に奈良を訪れたことがあります

How many times have you  visited Nara?
あなたは何回、奈良を訪れたことがありますか?

I have visited Nara three times.
私は奈良に３回訪れたことがあります

(3) 現在完了形の「完了・結果」用法　動作の完了や結果を現在において述べる

この用法には、just〔ちょうど〕、already〔すでに、もう〕、yet〔疑問文で「もう」、

否定文で「まだ」などが使われます。

I have just called her. 私はちょうど彼女に電話したところです

She has  just finished her homework.
彼女はちょうど宿題を終えたところです

[Ⅲ]　現在完了形の否定文と疑問文について

現在完了形の否定文は、have ,hasにnotをつけ、疑問文はhave、 hasを文頭に置きます。

She has not  seen him since last week.
彼女は先週以来、彼に会っていません

I have not visited Nara.
私は奈良に行ったことがありません

Have you  seen her since last week?
あなたは先週以来、彼女に会ったことがありますか?

Yes, I have.    /  No, I haven't.
はい、あります　いいえ、ありません

I have never seen her since last week.
私は先週以来一度も彼女に会ったことがありません


