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教科書 P.8 ～ 9LessonL ooooLesson

　　　　現在完了進行形の肯定文が表す意味と形を身につける。　目 　　標

現在完了進行形の肯定文学習のポイント
基本文基本文 読み方と意味を確認しよう。

解解 説説 意味や使い方を理解したら，基本文を自分で言えるように練習しよう。

1⑴ Stand by Me  GET Part 1

1　It has been raining since this morning. 今朝からずっと雨が降り続いています。

2　I have been playing soccer for two hours. 私は 2時間ずっとサッカーをし続けています。

１　 現在完了進行形の意味　〈have[has] been＋動詞の -ing形〉の形を現在完了進行形という。「ずっと…し続け

ている」という意味で，過去のある時点に始まった行為や動作などが現在も継続していることを表す。

　　　　It  has been raining  since this morning.

　　　　　 〈have[has] been＋動詞の -ing形〉「ずっと…し続けている」

　　　　　  ※今朝降り始めた雨が今も降っていることを表す。

２　 現在完了進行形の用法　現在完了進行形は since「…から，…以来」や for「…の間」とともに使われることが多い。
　　　　I  have been playing  soccer for two hours.

      for「…の間」

参考　forには前置詞の用法しかないが，sinceには前置詞の用法と接続詞の用法がある。
　　　　 Mika  has been studying  English since this morning.

　　　　　（ミカは今朝からずっと英語を勉強し続けています。）

　　　　 Mika  has been studying  English since she was eight.

 　　　  ※ sinceが導く節の時制は過去になる。

　　　　　（ミカは 8歳のときからずっと英語を勉強し続けています。）

□ pitcher □T名　投手，ピッチャー □ narrow □e　狭くする；狭くなる
□ trumpet □T名　トランペット □ come up with ...　 □ …を思いつく

□ discuss
□e　話し合う，討議〔論議〕
する

□ narrow down ... to ～ □ …を～までにしぼる

例

例

例

forや sinceを使った表現の例

・for three hours「3時間」  ・for six days「6日間」  ・for two months「2か月間」

・since this morning「今朝から」 ・since yesterday「昨日から」 ・since last year「昨年から」

・since I was 12 years old「私が 12歳のときから」 ・since he got home「彼が家に着いてから」

単語・語句単語・語句 ①読み方と意味を確認しよう。②つづりと発音に注意して，自分で言えるように練習しよう。
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1　次の絵の中の語句を使って，「私はずっと～し続けている」という英文を書きなさい。

　  I have been watching TV since this morning.

□⑴ 　 I have been talking on the phone for an hour. 
□⑵ 　 I have been using this computer since I was 12 years old. 
□⑶ 　 I have been looking for my cat for a few hours. 

2　次の（　　）内の語（句）を使って，「私はずっと～し続けている」という英文を書きなさい。
　 ( I / cleaning my room / an hour ) →　I have been cleaning my room for an hour.

□⑴　(  I / living in London / last summer )

 I have been living in London since last summer. 
□⑵　(  I / practicing judo / two hours )

 I have been practicing judo for two hours. 
□⑶　(  I / doing my homework / I got home )

 I have been doing my homework since I got home. 
□⑷　(  I / working as a volunteer / six months )　

 I have been working as a volunteer for six months. 

3　次の対話文が成り立つように，　　　にあてはまる語を書きなさい。
□⑴　A: Hello. Where are you, Ken?

 B: I have  been studying at home since  this morning.

□⑵　A: Are you on this basketball team?

 B: Yes.  I have  been playing on this team for  a few years.

 

4　次の英文を（　　）内の指示にしたがって書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書きなさい。
□⑴　I'm washing my *bike now.（nowを for two hoursに変えて現在完了進行形の文に）　*bike：自転車

　　　I have  been  washing my bike for  two  hours .

□⑵　I'm swimming in the pool now.（nowを since ten o'clockに変えて現在完了進行形の文に）

　　　I have  been  swimming in the pool since  ten  o’clock .

□⑶　I'm cooking in the kitchen now.（nowを for an hourに変えて現在完了進行形の文に）

　　　I have  been  cooking  in the kitchen for  an  hour .

□⑷　It is snowing now.（nowを since last nightに変えて現在完了進行形の文に）

　　　It has  been  snowing  since   last  night .

watching TV /
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A　次の日本語を英語にしなさい。
□⑴　話し合う，討議する discuss  □⑵　投手，ピッチャー pitcher
□⑶　狭くする；狭くなる narrow  □⑷　トランペット trumpet

B　次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。
□⑴　私はとてもよいアイデアを思いつきました。　Fcome up with ...「…を思いつく」
　　　I have come  up  with  a very good idea.

□⑵　私はこれらの場所すべてを訪ねてみたいですが，リストを 3か所にしぼらなければなりません。

　　　 I want to visit all these places, but have to narrow  down  the list to  

three places.　Fnarrow down ... to ～「…を～までにしぼる」 

文法文法

1　次の英文を（　　）内の指示にしたがって書きかえなさい。

□⑴　Jim is watching the football match on TV now.（nowを since 2 p.m.に変えて現在完了進行形の文に）

　　　 Jim has been watching the football match on TV since 2 p.m. 
□⑵　Ms. Wilson is teaching English in Osaka now.（nowを for two yearsに変えて現在完了進行形の文に）

　　　 Ms. Wilson has been teaching English in Osaka for two years. 
□⑶　It is raining now.（「数日間ずっと雨が降っている」という文に）

　　　 It has been raining for a few days. 
□⑷　My mother is growing tomatoes.（「私の母は 2015年からずっとトマトを栽培し続けています」という文に）

　　　 My mother has been growing tomatoes since 2015. 
□⑸　My brother is working at this shop.（「私の兄はこの前の夏からこの店で働いています」という文に）

　　　 My brother has been working at this shop since last summer. 
□⑹　My father takes pictures of birds at that park on Sundays.

　　　（「私の父はその公園で今朝からずっと鳥の写真を撮り続けています」という文に）

　　　 My father has been taking pictures of birds at that park since this morning. 
□⑺　Jane is learning about Japanese history.

　　　（「ジェーンは 13歳のときから日本の歴史について学び続けています」という文に）

　　　 Jane has been learning about Japanese history since she was 13 (years old). 

2 　　 次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　そのピッチャーは「ゆうべからずっと雨が降り続けているな」と言いました。

　　　The pitcher said, “It has  been  raining  since  last night.”

□⑵　ジェーンは 9歳のときからこのトランペットを使っています。

　　　Jane has  been  using  this trumpet since  she was nine.

単語・語句単語・語句

日本文だけを見て英文を
言えるようにしよう。
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