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 イークルース上の Lesson16(6)～(8)の講義を、より分かりやすい内容に変更

いたしました。 

 そのため、ご購入いただきました学習ノートの 96 頁～101 頁を添付のように

差し替えて学習していただけますようよろしくお願い致します。 



Memo

Lesson16 現在完了形 （６）現在完了形「完了」の文

ポイントと例文

完了の用法（１） ～したところだ

完了の用法（２） ～してしまった

Point!
・ 現在完了形の完了表現

「～したところだ」「～してしまった」。

He has just finished his work.
彼はちょうど仕事を終えたところだ。

He has just finished his work.
彼はちょうど仕事を終えたところだ。

過去から始まった動作がたった今完了した。

【過去の文】

He finished his work.
彼は仕事を終えた。

過去のある１時点の動作を表すだけで，現在とは関係ない。

I have already read this book .
私はもうこの本を読んでしまった。

I have lost my key . 私はカギをなくしてしまった。

今もまだカギが見つかっていないことを示している。

【過去の文】 I lost my key . 私は鍵をなくした。

今もそのカギをなくしたままかどうかわからない。

過去の動作・状態の結果が現在も残っていて，
「～してしまって（その結果今は）・・・だ」の意味を表す。

「結果」の用法 ～してしまった
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Memo

Lesson16 現在完了形 （６）現在完了形「完了」の文

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

次の英文を現在完了形を使って書きかえよう。

１．彼女は部屋を掃除した。 She cleaned her room.
⇒ 彼女はちょうど部屋を掃除したところだ。

She her room.

２．私は昼食を食べた。 I had lunch.
⇒ 私はもう昼食を食べてしまった。

I lunch.

現在完了形を使って，英文を完成させよう。

１．私は財布をなくしてしまった。

I（ ）（ ）my wallet.

２．そのバンドは新しいアルバムをリリース(release）したばかりだ。

The band（ ）（ ）a（ ）album.

３．伊藤さんはもう事務所（office)を出ましたよ。 動詞「去る」

Mr. Ito（ ）（ ）（ ）the office.

４．その飛行機はちょうど空港に着いたところだ。

The plane（ ）just（ ）at the airport.

just [副] ちょうど

already [副] もう、すでに

wallet [名] 財布

release [動] リリースする

leave [動] 去る、出発する

office [名] 事務所

plane [名] 飛行機

arrive [動] 到着する
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Memo

Lesson16 現在完了形 （７）現在完了形「完了」の疑問文と答え方

ポイントと例文

「完了」の肯定文

完了の疑問文

Point!
・ 現在完了形の完了表現の疑問文。

Have you read the book yet ?

（彼はもうその本を読んでしまいましたか。）

Yes，I have.

（はい、読みました。）
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Memo

“                                          his work              ? ”

Lesson16 現在完了形 （７）現在完了形「完了」の疑問文と答え方

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

現在完了形を使って，英文を完成させよう。

１．あなたはもう注文しましたか。 （注文する：order）

（ ）（ ）（ ）（ ）?

２．彼は私の返事をもう受取りましたか。 (受け取る：receive）

（ ）（ ）（ ）my reply（ ）?

３．そのことを警察にはもう通報しましたか。 (通報する：report）

（ ）（ ）（ ）it to the（ ）（ ）?

４．そのバスはもう新潟に着きましたか。

（ ）the bus（ ）at Niigata（ ）?

order [動] 注文する

receive [動] 受け取る

reply [名] 返事

report [動] 報告する

?

“ No,                                        . ”

（ ）の単語を並びかえて英文を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。

１．あなたはもう昼食を食べてしまいましたか。

（ yet , lunch , you , eaten , have )

２．「彼はもう仕事を終えましたか。」「いいえ、終えていません。 」

( yet, he, finished, has, haven’t, he, hasn’t )
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Memo

Lesson16 現在完了形 （８）現在完了形「完了」の否定文

ポイントと例文

「完了」の否定文

「完了」の用法のまとめ

Point!
・ 現在完了形の完了表現の否定文「まだ～していない」。

I haven’t read the book yet.
彼はまだその本を読んでいません。

I have already read the book.
私はその本をもう読んでしまった。

→I haven’t read the book yet .
私はその本をまだ読み終わっていない。

yet もう まだ （疑問文，否定文） →文末

Have you read the book yet ?
もうその本読んでしまいましたか。

I have already read the book.
私はその本をもう読んでしまった。

I have just read the book.
私はその本をちょうど読んだところだ。

Have you read the book yet ?
あなたはその本をもう読んでしまいましたか。

I haven’t read the book yet .
私はその本をまだ読んでいません。

【肯定文】

【疑問文】

【否定文】
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Memo

Lesson16 現在完了形 （８）現在完了形「完了」の否定文

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

（ ）の単語を並びかえて文章を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。

１．私はまだあきらめていません。 （ yet , up , haven't , given )

I  .

２．彼はまだ宿題を終えていません。 ( yet , finished , hasn't )

He  his homework         .

３．彼らはまだ来ていません。 （ yet , come , haven't )

They   .

現在完了形を使って，英文を完成させよう。

１．あなたはその事実にまだ気づいていない。 (気づく：notice）

（ ）（ ）（ ）the truth（ ）.

２．彼はその小説をまだ書き上げて（finish writing）いません。

He（ ）（ ）（ ）the novel（ ）.

３．彼女はまだ結婚相手（partner）を見つけていません。

She（ ）（ ）a partner（ ）.

４．どこに行くかはまだ決めていません。(決める：decide）

I（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）.

yet [副] まだ、今のところ

notice [動] 気づく

truth [名] 事実

finish writing 書き上げる、書き終える

novel [名] 小説

partner [名] 相手、配偶者
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