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Unit 6 2006 年からこの街に住んでいます。 

≪この課のねらい・・現在完了１≫ 

 この課では、現在完了（過去のある時点から今までの間に何があったのか、あるいはなかった

のか）を表す。 

「継続」の用法を学習します。意味は、「ずっと・・・している」です。 

 

基本形・・have (has) +過去分詞  

e.g.  I have lived here since 1990.   

 （私は 1990 年からここに住んでいます。） 

 

e.g. We have stayed in Kyoto for two weeks.   

 （私たちは 2 週間京都に滞在しています。） 

 

e.g.  I’ve used this computer since 2005. 

 （私は 2005 年からずっとこのコンピューターを使っています。） 

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

 

１ - １・・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1.  I have lived in this town since 2006.  （2006 年からこの街に住んでいます。） 

 

2. A: Have you worked there for a long time?  （そこでは長い期間働いていますか？） 

 B; Yes, I have worked there for three years.  （はい、3 年間働いています。） 

 

3. A: How long has she played the piano?  （彼女はどの位の間ピアノを弾いているんですか？） 

 B: She has played it for eight years.  （彼女はピアノを弾いて 8 年間になります。） 
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１ - ２・・・Role Playing   

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

 

A: When did you come to Japan? （いつ日本に来ましたか？） 

B: In 2005. I have lived in this town since 2006. 

 （2005 年です。 2006 年からこの街に住んでいます。） 

A: So you have been in this town for almost four years. 

 （そうすると 4 年ほどこの街に住んでいるんですね。） 

 Where are you from? （どちらの出身ですか？） 

B: I’m from Canada. （カナダです。） 

A: Oh, are you? （ああ、そうですか。） 

 How do you find life here? 

 （ここでの生活はどうですか？） 

B: I like this place. （私はこの場所が好きです。） 

 The people around here are very kind. 

 （ここの人々はとても親切です。） 

A: What do you do? （仕事は何ですか？） 

B: I’m working as an accountant in ABC firm. 

 （ABC 会社で会計士として働いています。） 

A: Have you worked there for a long time? 

 （そこでは長い期間働いていますか？） 

B: Yes, I have worked there for three years.  

 （はい、3 年間働いています。） 
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１ - ３・・・Role Playing   

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

 

A: Do you play the piano? （あなたはピアノを弾きますか？） 

B: No, I don’t. But my elder sister plays it very well. 

 （いいえ、弾きません。でも、私の姉は上手にピアノを弾きます。） 

A: Oh, really? （ええ、本当？） 

   How long has she played the piano?  

 （彼女はどの位ピアノを弾いているんですか？） 

B: She has played it for eight years. 

 （彼女はピアノを弾いて 8 年間になります。） 

A: I want to hear her play the piano. （私は彼女が弾くピアノを聴いてみたいんですが。） 

 Is there any contest or something in the near future? 

   （近々コンテストか何かありますか？） 

B: Yes, there is a piano recital next month.  

 （はい、来月ピアノリサイタルにあります。） 

 

２ - １・・・Activity 

[      ]内に過去分詞を入れてください。 

 

1. make  - made  -  [      ]  

2. know  - knew  -  [      ]  

3. read   - read   -  [      ] 

4. speak  - spoke -  [      ] 

5. teach  - taught -   [      ] 

6. meet - met -  [      ] 

7. see  - saw -  [      ]  

8. write - wrote -  [      ]  

9. sleep - slept - [      ] 

10. is/are - was/were-  [      ]  
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２ - ２・・・Activity 

[      ]内の単語を文に合うように変えて、繰り返し覚えるまで練習しましょう。 

 

1. I have [ be ] in Shikoku for five days.  

 （私は 5 日間四国に滞在しています。） 

 

2. Have you [ study ] English for a long time?   （ずっと英語を勉強していますか？） 

 Yes, I have.  （はい、しています。） 

 

3. How long have you [ use ] this bike?  （この自転車をどのくらいの期間使っていますか？） 

  For about three years.  （およそ 3 年間です。） 

 

4. He hasn't [ write ] me for a year. （彼は 1 年間私に手紙を書いていない。） 

 

5. I haven’t [ see ] you for a long time.  （私は長いことあなたに会っていない。） 

 

 

２ - ３・・・Activity 

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: When did you come to Japan? （いつ日本に来ましたか？） 

B: In 2005. 【2006 年からこの街に住んでいます。】 

 （2005 年です。） 

A: 【そうすると 4 年ほどこの街に住んでいるんですね。】 

 Where are you from? （どちらの出身ですか？） 

B: I’m from Canada. （カナダです。） 

A: Oh, are you? （ああ、そうですか。） 

 How do you find life here?  （ここでの生活はどうですか？） 

B: I like this place. （私はこの場所が好きです。） 

 The people around here are very kind. （ここの人々はとても親切です。） 

A: What do you do? （仕事は何ですか？） 

B: I’m working as an accountant in ABC firm.  （ABC 会社で会計士として働いています。） 

A: 【そこでは長い期間働いていますか？】 

B: 【3 年間働いています。】  
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２ - ４・・・Activity 

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: Do you play the piano? （あなたはピアノを弾きますか？） 

B: No, I don’t. But my elder sister plays it very well. 

 （いいえ、弾きません。でも、私の姉は上手にピアノを弾きます。） 

A: Oh, really? （ええ、本当？） 

   【彼女はどの位ピアノを弾いているんですか？】 

B: 【彼女はピアノを弾いて 8 年間になります。】 

A: I want to hear her play the piano. （私は彼女のピアノを聴いてみたんですが。） 

 Is there any contest or something in the near future? 

   （近々コンテストか何かありますか？） 

B: Yes, there is a piano recital next month.  

 （はい、来月ピアノリサイタルがあります。） 

 

Memorize these sentences – ６  

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 
1.  I have lived in this town since 2006. 

 

2. A: Have you worked there for a long time? 

 B: Yes, I have worked there for three years.  

 

3. A: How long has she played the piano?  

 B: She has played it for eight years. 

 

 

 

 




