３年生 文法プリント No.4

Unit2-1

How Do They See Japan?

教科書 p.14～15

目標：
「
（ずっと）～しています」と言えるようになろう。
▶ 現在完了形①（継続）

＜肯定文＞

過去のこと

I came to Japan in 2000.
［私は２０００年に日本に来ました。
］

現在のこと

And I live here now.
［そして私は今、ここ（日本）に住んでいます。］

I have lived in Japan since 2000.
ずっと続いて
いること

［私は２０００年から、日本に（ずっと）住んでいます。］

I’ve lived in Japan for 20 years.
［私は２０年間、日本に（ずっと）住んでいます。］

・「（ずっと）～しています」は（have + 動詞の
・これを、【

形の

形）で表す。

用法 】という。

・過去のある時点から、現在まで続いている状態には（ since
ある期間、現在まで続いている状態には（ since

/ for ）、

/ for ）を使う。

・have の部分を短縮して、’ve と表すこともできる。
・主語が３人称単数の時は、（has + 動詞の

形）となる。

３年生 文法プリント No.5

Unit2-2

How Do They See Japan?

教科書 p.16～17

目標：
「どのくらいの間～していますか」と言えるようになろう。
▶ 現在完了形①（継続）

＜疑問文＞

Have you been here for a year?
［あなたは一年間、ここに（ずっと）いるのですか。
］
= haven’t

＜答え方＞

Yes, I have. ／ No, I have not.
［はい、そうです。
］

／ ［いいえ、ちがいます。
］

～期間の長さを尋ねる場合～

＜疑問文＞

How long have you been here?

［あなたはどのくらいの期間、ここに（ずっと）いるのですか。
］

＜答え方＞

(I’ve been here) Since last year.
［
（私はここに）去年から（ずっと）います。
］

・「あなたは（ずっと）～していますか」は Have you ~ ? と表す。
・質問への返事は Yes, I have. / No, I haven’t. で答える。
・「どのくらいの期間か」を尋ねる場合は How long を文頭に置く。
～現在完了形（継続）における been の扱い～
・have been (in) =「（ずっと）～にいる」という意味で使われる。
・have been、have lived、have stayed はほぼ同じ意味と考えて良い。

３年生 文法プリント No.6

Unit2-3

How Do They See Japan?

教科書 p.18～19

目標：
「～したところです・～してしまいました」と言えるようになろう。
▶ 現在完了形②（完了）

＜肯定文＞

I finished my homework then.
［私はその時、宿題を終えました。
］

×then

I’ve finished my homework.
［私は宿題を終えてしまいました。
］
～よく使われる already と just～

I’ve already seen the movie.
［私はもうすでに、その映画を観てしまいました。
］

He’s just arrived at the station.
［彼はちょうど、駅に着いたところです。
］

・「～したところ・してしまった」も（have + 動詞の
・これを、【

形の

形）。

用法 】という。

・上の過去形（finished）の文と現在完了形（have finished）の文は違う。
～意味の違い～
過去形

：過去のある時点での出来事・事実のみ。現在は不明。

現在完了形：過去の出来事・事実が現在まで状態として続いている。
～文法の違い～
過去形

：過去を表す副詞を用いることがほとんど。

現在完了形：過去を表す副詞を用いることはできない。（then 等）

３年生 文法プリント No.７

Unit2-4

How Do They See Japan?

教科書 p.20～21

目標：「（もう）～し終えましたか・（まだ）～し終わっていません」と言えるようになろう。
▶ 現在完了形②（完了）

＜疑問文＞

Have you had lunch yet?
［あなたはもう、昼食を食べましたか。
］

＜答え方＞

Yes, I have. ／ No, I haven’t.

［はい、もう食べました。
］ ／ ［いいえ、まだです。
］

＜否定文＞

I haven’t had lunch yet.
［私はまだ、昼食を食べていません。］

・「（もう）～し終えましたか」は Have you ~ yet ? と表す。
・質問への返事は Yes, I have. / No, I haven’t.（Not yet.）で答える。
・否定文には、have not（haven’t）を用いる。
※一般動詞 have との区別が必要。（don’t ~, doesn’t ~, didn’t ~ 等）
・yet は疑問文で「もう～」、否定文で「まだ～」という意味になる。

