
Lesson1  

大問 1 一般動詞、be 動詞の文の否定文の作り方 

1. I am not happy with your decision. 

 ⇨be 動詞を含む文の否定形は is/am/are のあとに not をつけるだけ。 

*人 is happy with 物 「人が物に満足している」 

  * with の基本的な意味は“つながり”  

2. My sister doesn’t like dogs. 

  ⇨一般動詞を含む文の否定形は don’t / doesn’t/ didn’t＋V 原形 

*「私は犬が好きだ。」⇨×I like a dog. とは言わない。 

一般的な犬全般を指すときは I like dogs.となる。 

3. Alice can’t play the violin. 

  ⇨助動詞を含む文の否定形は助動詞＋not＋V 原形 

*play the 楽器 ⇨楽器のまえに the をつける！ 

   * violin のアクセントに注意！ 

4. He didn’t go to the park yesterday. 

  ⇨一般動詞の過去形を含む文の否定形は didn’t ＋V 原形 

 

大問 2 ⇨be 動詞/一般動詞の疑問文、疑問詞を用いた疑問文 

1. Is your father at home? 

*be 動詞(is/ am/ are/ was /were)には 2 つの意味がある。 

①A＝B の働き  例) He is my brother. / He is kind. 

②存在 いる/ある 例) He is in the bathroom.  / It’s on the desk. 

   *問題文のように「主語＋be 動詞＋前置詞＋名詞」の形の時は be 動詞は存在の意味！ 

2.  Does your father play soccer? 

 ⇨疑問文を作る際にまずは肯定文の形を考えてから疑問文を作成するとよい。 

 考え方: 「あなたの兄はサッカーをします。」をまずは英語にしてから、疑問文を考える。 

➡Your brother plays soccer. ➡ Does your brother play soccer? 

 *Yes/No 疑問文：Do/Does/Did＋主語＋V 原形？ 

 

3  What did you have for lunch? 

 ⇨what を用いた疑問文は次の 2 パターンがあるので要注意 

① What が文の目的語になるパターン「…は何を～するか。」 

例) What do you do in your free time? 

  ②  what が文の主語になるパターン「何が～するか。」 

   例) What happened last night? 

 *「昼食に」for lunch ⇨ for を使うことに注目！ 



4. Why do you practice tennis every day? 

 ⇨疑問詞を用いた疑問文: 疑問詞＋do/does/did＋主語＋V 原形 

 5w1h    

# what と who のみ要注意！ 

 what と who のみ 文の主語になることができる。 

⇨つまり what/ who のあとすぐに V がくることができる。 

 例) What happened last night?  / Who broke the window? 

 

大問 3  疑問詞を用いた疑問文 

1. Who is your best friend? 

*who を用いた疑問文は次の 2 つの用法があるので要注意! 

 ①who が文の目的語になる場合  

  例) Who did you meet yesterday? 

  ②who が文の主語になる場合 

    例) Who broke the window? 

* You are my BFF. ⇨What does “BFF” stand for? 

2. What time does this store close? 

⇨疑問詞を用いた疑問文は「疑問詞＋do/does/did＋主語＋V 原形」の語順が基本！ 

(5w1h) 

*what と who のみ 2 つの用法があるので要注意！ 

3 Where does your uncle live? 

4 How did Daigo go to Hokkaido? 

 

大問 4. 命令文と感嘆文  

1. Be kind to others. 

⇨平叙文を考える。You are kind to others.⇨これを命令文にすると are の原形は be になる！ 

2 come と go の違い 

 come は話し手の方に向かってくるとき come を用いる。 

 go は話し手から離れていくときに go を用いる。 

3 まずは命令文でなく平叙文を考える。You are afraid of others.⇨これを命令文にする。 

4 take pictures 「写真をとる」 ⇨禁止の命令文：Don’t V 原形。 

5*How 用いた感嘆文 2 パターン 

How 形容詞 ＋S＋be 動詞!  例) How cute you are !    

  How 副詞 ＋S＋一般動詞!  例) How fast you run! 

6 *what を用いた感嘆文: What a (形容詞)＋名詞＋S＋be 動詞(is/am/are)! 

例) What a day it is! 



Lesson 2 

1 自動詞と他動詞の識別 

5. Susan wants to visit Kyoto next year. 

*go のあとは go to Kyoto でないとダメ！ 

  visit は他動詞だからそのあとにすぐに名詞がくる。 

6. The sun rises in the east. 

*rise は自動詞 「上がる」 The sun rises. 

raise は他動詞  「～を挙げる」raise your hand. 

    *in は方角を表す。from でない！ 

7. My mother often lays herself on the sofa when she is tired. 

*lay は他動詞「～を置く」そのあとすぐに名詞がくる。 lay-laid-laid 

 lie は自動詞「横になる」 そのあとに前＋名がくる。    lie-lay-lain 

    often は副詞だが頻度を表すものは一般動詞の前、be 動詞のあとに置く。 

8. We saw a lot of beautiful flowers in the garden. 

*look のあとに直接名詞はこれない！look at 名詞 「～を見る」 

  see は他動詞！だからそのあとに名詞がくる。 

5  Tom entered the room quietly.  

   *enter は他動詞！そのあとすぐに名詞がくる。 

   went は go の過去形！自動詞！went to 名詞の形！ 

2  SV と SVC の識別 

1   I feel comfortable <with you>. 

S V    C          M 

*feel は be 動詞系だからそのあとは必ずＣ  

 前置詞＋名詞は必ずＭ。文の要素にはならない！ 

2   The castle stands ＜on a hill＞. 

    S       V     Ｍ 

  *設計図を check!  Ｖのあと前＋名だからこれはＳＶＭのパターン 

3   Nancy and Mary traveled <around the world>. 

       S          V       M 

*V のあと前置詞＋名詞になっている！からＭ 

4   Your explanation sounds logical. 

      S           V     C 

  *sound に注目！ sound は be 動詞系の動詞！だからそのあとの語は必ずＣ！ 

  * be 動詞系の動詞をみたら be 動詞に置き換えて意味を考えるとよい！ 

    Your explanation is logical.が訳の土台となる！ 

  *感覚系の動詞は be 動詞系の動詞なのでチェック！   



5  Ken and his brother <always>  go <to school> <on foot>. 

       S              M      V     M        M 

 always は頻度を表す副詞なので一般動詞の前に置く。 

 副詞は文の要素にならないので M 

 前＋名も文の要素にならないので M   on foot「徒歩で」 

6 He became a (famous) singer <in Japan>. 

S    V           C            M 

*become は be 動詞系だからそのあとはＣ 

 

3 SVC と SVO の識別 

1. The musical was wonderful. 

    S        V    C 

*be 動詞のあとは必ず C 

2. The meeting ended <at five> <in the afternoon>. 

       S        V      M        M 

 前置詞＋名詞は文の要素にならない！Ｍになる！ 

3  I saw your sister ＜at the station>. 

   S  V   O             M 

 *saw のあとに注目！your sister が名詞だから O 

  *前置詞＋名詞は文の要素にならない！ 

4  You look fantastic!  

    S   V    C 

  *look は be 動詞系だからそのあとの語はＣで決まり！ 

  *訳し方は look を are に置き換えて訳してみる！ 

 *fantastic は形容詞！⇨形容詞の意味の基本は「＋－、大小、善悪」 

5  They live <in that house>. 

  *前＋名は文の要素にならない！ 

  SV 前＋名のパターンをとる動詞は「動く」系か「いる」系のどちらか。 

6. He bought a new computer <at the shop>. 

S   V         O   

 bought は一般動詞！そのあとの語に注目！a new computer は名詞だからＯ 

 前＋名は文の要素にならない！ 

 

 

 

 



4  ポイント！英語の基本的は語順：「誰がどうする何を/ どんなふうに/どこで/いつ」 

1 We enjoyed ourselves ＜at the party＞.   

 Ｓ  Ｖ   Ｏ  

*enjoy は他動詞だからそのあとに名詞が必要！ 

⇨We enjoyed the party at ourselves だと at ourselves の部分が×！ 

 *ourselves「私たち自身」という意味の名詞  

2 These leaves turn red <in the fall>. 

    S          V   C 

 turn は be 動詞系で「～になる」の意味。色の変化のときに使う！「なる系」4 つ！ 

3 She kept silent <at the meeting>. 

  S   V    C   

  *keep は be 動詞系！ そのあとは必ずＣ！ 

 訳すときは kept を was に置き換えてからあとで意味を付け加えるとよい＊！ 

 *「～のままでいる」keep / remain / stay は be 動詞系 

4 I met one of my friends <at the theater>. 

  S V    O 

 one of my friends 友人のうちの一人 

 まずはこのセットを作る。そのあと残り物を整理！ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lesson 3  

1  SVOO と SVOC の識別 ⇨英文の設計図のプリントをチェック！ 

(1) The movie made him famous. 

      S       V    O   C 

 *the や a から始まる単語は文頭にある時、絶対に主語になる。 

 make のあと him は名詞だから O になる。 

  him (O)のあとの famous が形容詞だからＣになる。 

 したがってＳＶＯＣとなり訳は「ＳはＶする。O がＣだという状況を」 

  ●SV 名詞＋形容詞のときは必ず SVOC になる。 

 

(2) She made me some coffee. 

S    V   O   O 

     (人)  (物) 

 *make のあとの me は名詞だから O になる。 

 me(O)のあとの some coffee も名詞だから O かな？とまず考える。 

●SV 名詞＋名詞のときはまずは SVOO の可能性を最初に考える。 

 次に名詞と名詞の関係の間に SV の関係成立するかをチェック! 

① SV の関係成立のとき(～が～だ/ ～が～する)⇨SVOC 

②  SV の関係成立でないとき⇨SVOO 

この場合、「私はコーヒーである」といえないので SVOO に決定！  

訳は「S は人に物をしてあげる」になる。 

  

(3) I’ll give you the money tomorrow. 

S  V   O     O      M 

  *give のあとの you が名詞だから O で決定! 

   you のあとの the money が名詞だからＯかな？とまずは考える。 

  SV 名詞 名詞の時は名詞と名詞の間に SV の関係が成立するかを考える。 

  この場合「あなたはお金である」の関係が成立しないので SVOO で決定！ 

  ちなみに、tomorrow は時を表す副詞なので M 

 

(4) We often call him John. 

S   M   V   O   C 

*often は頻度(回数)を表す副詞なので M  

 一般動詞の前、be 動詞の後に置く。   

*SV 名詞名詞の時は名詞と名詞の間にＳＶの関係成立するかどうか考える。 

この場合「彼はジョンである」の関係が成立するので SVOC で決定！ 



(5) My mother bought me a lot of beautiful flowers yesterday. 

     S        V     O           O             M 

*SV 名詞名詞のときは名詞と名詞の間に SV の関係成立か否か check! 

 この場合「私は多くの花である。」の関係が成立しないので SVOO で決定！ 

*yesterday は時を表す副詞で M 

 

(6) They consider Yuri their leader. 

S     V      O    C   

*SV 名詞名詞の時は名詞と名詞の間に SV 関係成立か否かを check! 

 この場合、「ユリは彼らのリーダーである。」の関係が成立するので SVOC で決定! 

 

2  構文記号をつけてから訳が決定！ 

(1) Hiroshi found the test difficult. 

  S      V     O      C 

*SV 名詞形容詞のとき必ず SVOC 訳は「S は V する。O が C だとう状況を」 

*SVOC の形をとる動詞を覚える！ 

① 思う系 think / consider / find / believe 

② 保つ系  keep / leave 

③  その他 call / make 

(2) They named their daughter Jane. 

S      V      O           C 

  SV 名詞名詞の時は名詞と名詞の間に SV の関係成立か否か check! 

この場合、「彼らの娘はジェーンである」の関係成立なので SVOC！ 

(3)  Someone left you this message. 

    S     V   O    O 

 SV 名詞名詞の文は名詞と名詞の間の関係を check! 

「あなたはこのメッセージである」の関係成立しないので SVOO 

 訳は「S は人に物を～してあげる」 

 leave は「放置する」の意味 

(4)  We send children (in Africa) some picture books ＜every year＞. 

S  V    O       M         O                 M 

 前置詞＋名詞の直前に名詞があれば基本かけて訳す。 

前＋名は文の要素にならないので M 

 SV 名詞名詞の文は名詞と名詞の間の関係を check! 

この場合、「アフリカの子供たちは何冊かの絵本である」 

の関係成立しないので SVOO で決定!い! 



(5) All (of the members) chose Sam captain (of their team). 

S      M           V    O    O       M 

 前＋名の前に名詞があれば前の名詞にかけて訳す。 

 choose –chose –chosen  

 SV 名詞名詞の文は名詞と名詞の間の関係を check! 

この場合、「サムは彼らのチームのキャプテンである」の関係成立するので SVOC! 

 数量を表す名詞 

all      most       some       (a ) few     none      

   100%   80～90%    40～60%    20～30%     0% 

 

3. SVOO ⇨ SVO to/for 人 への書き換え 

   人物      物 

*例)① My uncle gave me his watch. ② My uncle gave his watch <to me>. 

        S     V   O     O           S      V     O        M 

   英語では読み手がすでに知っている情報(旧情報)を先に書き、読み手が知らない(新情報) 

  を後に述べるという決まりがある。 

  1 では his watch が読み手にとって新情報であり重要な情報である。 

 つまり What did your uncle gave you?に対する答えであると考えられる。 

 2 では to me が読み手にとって新情報であり、重要な情報である。 

 つまり Who did your uncle his watch to ?に対する答えである。  

 したがって 1 と 2 は単に同じ意味を表した書き換えではなく、込められた意味が異なる

ことを把握する！ 

 SV 物 to 人 /  SV 物 for 人の使い分けについて 

★give 型は to を使う。例) give / lend / hand / offer / pass / pay / send                          

teach / tell  

★buy 型は for を使う。 buy / find / cook / make / choose / get / leave /play / sing 

 

(2)  sometimes は頻度を表す副詞 

  語順は一般動詞の前、be 動詞の後に置く！ 

  100%      80     70        50         30        0% 

４ 紛らわしい自動詞と他動詞の区別 

(1) agree は自動詞！なのでその後に前置詞＋名詞が必要！ 

agree to 名詞 「～に同意する」 

(2) stand は自動詞「立つ」他動詞「～を我慢する」2 つの用法あり。 

(3) marry は他動詞なのでそのあとにすぐに名詞くる！ 

(4) attend は他動詞なのでそのあとすぐに名詞くる！ 



Lesson 4 時制(1) 

1 現在形⇨キーワードは「昨日も今日も明日もね！」より広い時間幅 

   「今」を中心として、過去から現在そして未来に渡るある程度の期間に成り立つ行為  

      や状態を表す。 

⇨ ①現在の状態 ②現在の習慣 ③一般的な事実や真理 

 

9. She takes a shower every morning. 

*every morning に注目！⇨習慣を表す語句 

   

10. This perfume smells good.  

*smell は be 動詞系の動詞なので be 動詞と置き換えて考える。 

   ⇨This perfume is good. ➡ 現在の状態を表す 

     

11.  Light travels faster than sound. 

*travel の基本的意味は「移動する」 

⇨一般的な事実や真理を表す。 

    「速く(速度)」fast 「早く(時間)」early 

12. I always walks to school. 

*always に注目！頻度や回数を表す副詞➡習慣を表す 

   *頻度を表す副詞  

    always  usually  often  sometimes  seldom/rarely    never  

     100%  80～90%  70%   40～50%  10～20%         0% 

 

5  A week has seven days.  

   ⇨一般的な事実や真理を表す。余談：イスラム圏の国では一週間の始まりは何曜日から？ 

  ➡日本と異なり、月曜からでないよ！ 

 

6  She loves her song. 

  ⇨ I love you.と同じ文だと考える。➡現在の状態を表す。 

    

2  現在形と現在進行形の使い分け➡日本語の「～している」だけを見て、安易に現在進行

形を用いてはいけない！  

   *現在形➡「昨日も今日も明日もね！」ある程度の期間に成り立つ行為や状態を表す。 

  *現在進行形➡「今まさにしている動作を表す」「短期間！」「躍動感」が感じられる。 

 

 



1  「今」に注目！⇨「今まさにしている動作」➡現在進行形を用いて表す。  

He is doing his homework now. 

 

2   トムはおじに似ている。➡現在を中心として過去から現在、未来に渡る時間の「幅広い」

ことを表すので現在形を用いる。 

  *resembleやbelong toなどの状態を表す動詞やknowなどの心理を表す動詞、see/hear  

  などの感覚を表す動詞は進行形にできない！➡3 秒以内に中断、再開できない動詞は 

  進行形にできない！（cf Evergreen p 60～61） 

  Tome resembles his uncle. 

 

3  「今」と「聞いている」に注目！➡今まさにしている動作で「3 秒以内に中断、再開」 

  できる動詞なので現在進行形を用いて表す。 

   She is listening to music now. 

     ★listen to と hear の違い↪ listen to は「意識して聞く」hear は「自然に聞こえる」 

   ★look at と see の違い↪look at は「意識して～を見る」see は「視界に自然に入る」 

  ➡したがって listen to と look at は意識的に行う行為なので進行形にできるが、 

   hear や see は意識的に行う行為ではないので進行形にできない。 

 

4    今まさにしている動作で「3 秒以内に中断、再開できる動詞」なので現在進行形を用 

いる。 

    The boy is playing catch with his brother. 

    *play catch「キャッチボールをする」 

 

5  「知っている」に注目！➡現在を中心として過去から現在、未来に渡る「幅広い」期間

に成り立つ状態を表すので現在形を用いる。また know は 3 秒以内に中断、再開でき

ないので進行形を用いることはできない動詞である。 

 I know his family very well. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 過去形と過去進行形の使い分け 



 *過去形➡現在とは切り離された事柄を表す際に用いる。「距離感」 

①過去の状態 ②過去の習慣 ③過去に一回行われた動作 

 *過去進行形➡過去のある時にしている最中だった動作を表す際に用いる。「時間幅狭い」 

                                                                    「躍動感」 

1. No one was on the beach yesterday. 

↪yesterday に注目！過去を表す語句である。 

*過去における状態を表すので過去形を用いて表す。 

 

2  It was raining heavily when the train arrived. 

*when the train arrived に注目！過去のある一時点を表す語句である。したがって 

 過去進行形を用いる。 

 

3 I bought this book two days ago. 

*two days ago に注目！ago は過去を表す語句である。 

本文では過去のある時にしていた最中の動作を表わさないので過去進行形は使えない。 

この場合、「過去に一回行われた動作」を表すので過去形を用いる。 

 

4  過去形と過去進行形の使い分け 

1. yesterday に注目！過去を表す語句である。 

↪ 本文では過去のある時にしていた最中の動作を表さない 

 ここでは過去に一回行われた動作を表すので過去形を用いる。 

 

2 when you called me に注目！「あなたが私に電話したとき」は過去のある一時点を表す

語句である。したがって、過去進行形を用いる。 

 

3 上と同様の理由で when 以下に注目！過去のある一時点を表すので過去進行形を用いる。 

4 sometimes に注目！頻度、習慣を表す語句である。➡過去形を用いる。 

習慣を表す際に、ある瞬間だけの「幅狭い」ことを表す過去進行形を用いることはできない。 

*take の基本の意味「何かを自分の中に取り込む」➡「～を連れていく」 

  take↔bring 

 

 

 

 

 

 



Lesson 5 

1  will と be going to の使い分け 

(1) 話し手の計算に基づく単なる予測であって、現在現れている兆候や状況に基づく予測で

ないので will を用いる。 

(2) 話し手がすでに決めていることなので、be going to を用いる。 

(3) 状況から判断した予測なので be going to を用いる。Look at that tree.が状況であると

考える。 

(4) その場で決めたことなので will を用いる。 I will = I’ll 

 ➡(       )の前の Do you know Tom’s new address?に対する返答だから、その場でぱっ

と決めたことだと考えられる。 

(5) すでに決めていることについて述べていると考えられるので be going to を用いる。 

(6) at this time tomorrow に注目！未来のある一時点において「～しているだろう」とい

う予測であるので will be～ing を形を用いる。未来進行形「will be～ing」 

 

2 be going to / will / will be ～ing に関する並び替え英作文 

(1) be going to 「状況から判断した予測」 

(2) at this time tomorrow 「明日の今頃」に注目 

➡未来進行形(will be～ing) 「未来のある一時点において～している最中だろう」を用いる。 

(3) be going to 「状況から判断した予測」 

(4) *take 人 「～を連れていく」 例) I will take you to the station. 

 

3 時や条件を表す接続詞の後では未来に関する事柄を表す場合も現在形を用いる！ 

(1) 時や条件を表す副詞節のあとは未来のことでも現在形を用いる。 

➡Evergree p 72 を check! 重要！ 

(2) 時を表す副詞節のあとは未来のことでも現在形を用いる。 

*時を表す接続詞 when / before / after / as soon as / until / by the time 

(3) know は他動詞なので、そのあとには「～を」の名詞が必要である。 

したがって when 以下は時を表す副詞節でなく名詞節であると考える。 

(4) 条件を表す接続詞のあとは未来のことでも現在形を用いる。 

 

4 未来を表す様々な表現と進行形の注意すべき用法 

(1) The flight to Paris departs at 10:00/ 

*to Paris に注目！前置詞＋名詞のカタマリである。直前が the flight と名詞になっている

ので to Paris のカタマリを the flight にかけて訳す。 

*departs に注目！➡公共の乗り物の時刻スケジュールを表す際には現在形を用いる。 

現在形が用いられているのは現在を中心として、過去から現在、未来に及ぶ幅広いことがら



を乗り物の時刻表は示すからである。 

 

(2) always に注目！現在進行形( are asking）と一緒に使われているときは」反復される動

作について表すことができる。訳「～してばかりいる」 

(3) What are you doing after school? 「放課後何をするつもり？」 

➡現在進行形を用いて着々と進行中の未来の予定を表すことができる。  

 

★will と be going to と現在進行形の表す未来 

①I’ll go abroad. (そうだ！海外へ行こう。） 

②I’m going to go abroad next month. （前から決めていた予定を表す。ただし、具体的に 

 海外へ行く準備を進めているわけではなく、まだ予定が頭の中にとどまっているにすぎ

ない） 

③I’m going abroad next month. (航空券の手配など予定の実現に向けて、具体的に準備が

進んでいることを表す。) 

*つまり will➡be going to➡現在進行形の順で実現に近づいていることを表す。 

  

Try: ＊wait の用法 ①wait for 人「人を待つ」②wait for 人 to V 「人が～するのを待つ」 

   *unitl（till)は時を表す接続詞「～するまでずっと」なので未来のことでも現在形を用

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lesson 6 

★現在完了形（現在影響形） 

➡過去に起こったことの結果、現在どのような状態になっているかを表すときに使う。 

   「過去の状態・動作を現在も持っている」今がメイン！ 

  I lost my watch. ➡ 時計を失くしたという過去の動作を表すのみで現在どうなってい

るかは不明 

    I have lost my watch.➡時計を失くした結果、現在も失くしたまま見つかっていない。 

 

 

1  過去形と現在完了形の違い 

(1) yesterday に注目！➡明らかに過去を表す表現とともに現在完了形は使えない。 

Check!  EG p96 

 

(2) 「今もなくしたままだ」に注目！ 

★現在完了形（現在影響形） 

➡過去に起こったことの結果、現在どのような状態になっているかを表すときに使う。 

   「過去の状態・動作を現在も持っている」今がメイン！ 

  I lost my watch. ➡ 時計を失くしたという過去の動作を表すのみで現在どうなってい

るかは不明 

    I have lost my watch.➡時計を失くした結果、現在も失くしたまま見つかっていない。 

2  現在完了形の「完了」「結果」の用法 

(1) ★「～した」を英語で表すとき 

① 過去を表す副詞があるとき⇨過去形  

② 過去を表す副詞がないとき⇨現在完了形 

  本文の場合「めがねを壊してしまった」の中に過去を表す語句が含まれていないので 

過去形ではなく現在完了形を用いる。過去形を用いるときは通常過去を表す語句と 

セットに使う。 

本文: I have broken my glasses. (眼鏡を壊してしまって今も無くて困っている）  

 

(2)  「すでに」に注目！ 「すでに」already 

➡現在完了「完了」の用法で already はセットで用いられる。 

He has already finished his homework. 

   (宿題を終えて今はもう外出できるよ！いう意味が含まれている。） 

 

(3) 「まだ～していない」に注目！  not～yet 「まだ～していない」 

➡現在完了「完了」の用法で not～yet は用いられる。 



Allen has not passed the exam yet.（試験にまだ合格していない➡現在も不合格の状態 

 

(4) 「もう～しましたか」に注目！ ～yet? 

➡現在完了「完了」の用法で～yet?の形は用いられる。 

Have you eaten lunch yet? (もう昼食を食べた？➡その結果現在はおなか一杯の状態で

すか。） 

★yet は現在完了形とともに疑問文と否定文で用いられ、文末に置かれる！ 

 

3 現在完了形「経験」「継続」の用法 

(1) 「何度も」に注目！回数を表す語句 many times 「何度も」 

➡現在完了形「経験」の用法 

  I have seen the movie many times.（その映画を何度も見たことがある。➡だからよく

その映画のことを覚えている） 

2「以前」に注目！ before「以前」 

 ➡現在完了形「経験」の用法 

  We have met her before. (以前彼女に会ったことがある➡よく知っている） 

*before は文末に置く！ 

(3) 「10 年間」に注目！ 期間を表す for を用いる。 

 ➡現在完了形「継続」用法 

   I haven’t seen him for ten years. ➡10 年会っていない状態が続き現在もその状態続い

ている。） 

 ★for と since の使い分け ➡ EG p 93 

(4) 「何度」に注目！ 回数を表す how many times～？を用いる。 

 ➡現在完了「経験」用法 

 How many times have you traveled by plane? 

★ by 乗り物 ➡by のあとには a や the などの冠詞はつけない！ 

 

4  現在完了（継続）用法と現在完了進行形 

(1) has been をみたら be動詞に置き換えよ！この場合主語が heなので is に置き換えてま

ずは考える。 

He is in the hospital. 「彼は病院にいる。」 

➡この基本文が現在完了形を用いると 

 He has been in the hospital since last month. 

★since に注目➡現在完了「継続」用法  since 「～以来ずっと」 

⇨このように since のあとは「昨日」「昨年」「1990 年」などの開始時期となる過去の時点を

表す語句がくる！ 



(2) 疑問文をみたらまずは肯定文に置き換えて考えてみる。 

You have known each other for very long (time). 

⇨ 「for very long」に注目！➡現在完了継続用法 

★each other「お互い」名詞 

(3) for three days に注目！ 

★「ずっと～している」を英語で表すとき 

  状態を表す動詞のとき⇨ I have known her for ten years. 

    動作を表す動詞のとき⇨ He has been studying in a library for two hours. 

  

 

 

 


