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1　現在完了（継続）   

▶ I have lived in Osaka since 2010.　　　（私は2010年から大阪に住んでいます。）

 

①　形　： 〈主語＋have〔has〕＋動詞の過去分詞～.〉

　　短縮形： I have → I’ve，we have → we’ve，he has → he’s など

②　意味： 「（ずっと）～している，～である」〈動作・状態の継続〉

　　　　　 比較   過去の文 　I  lived in Osaka in  2010.

  現在完了 　I have lived in Osaka since 2010.

③　よく使う語句： for ～（～の間），since ～（～以来，～して以来）

2　現在完了（継続の疑問文・否定文）   

▶ Have you lived here for a long time? （あなたは長い間ここに住んでいるのですか。）

　 　　 Yes, I have. / No, I have not〔haven’t〕. （はい，そうです。／いいえ，そうではありません。）

▶ I haven’t been in Tokyo so long. （私はそれほど長くは東京にいません。）

 

①　疑問文： 〈Have〔Has〕＋主語＋過去分詞～?〉　答えるときも have〔has〕を使う。

②　〈How long have〔has〕＋主語＋過去分詞～?〉： 「どのくらいの間～していますか」

　　答え方： Since ～〔For ～〕. （～以来です〔～の間です〕。）

③　否定文： 〈主語＋ have〔has〕 not＋過去分詞～.〉

3　現在完了（経験）   

▶ I have visited Kyoto three times.　　　（私は３回京都を訪れたことがあります。）

 

①　意味： 「（今までに）～したことがある」〈現在までの経験〉

　　　　　 比較  過去の文　I  visited Kyoto in 2010.

 現在完了　I have visited Kyoto three times.

②　よく使う語句： once（１回），twice（２回），～ times（～回），before（以前に）

4　現在完了（経験の疑問文 ･ 否定文，have been to ～）   

▶ Have you ever been to Kyoto? （あなたは今までに京都へ行ったことがありますか。）

　 　　 Yes, I have. / No, I haven’t. （はい，あります。／いいえ，ありません。）

▶ I’ve never been to Kyoto. （私は一度も京都へ行ったことがありません。）

 

①　疑問文： 〈Have〔Has〕＋主語＋ ever＋過去分詞～?〉

②　否定文： 〈主語＋ have〔has〕 never＋過去分詞～.〉

③　have〔has〕 been to ～： 「～へ行ったことがある」

要点のまとめ

（住んでいた）

（ずっと住んでいる）

講座第 ３ 現在完了（継続・経験）

《ever と never》
　ever： 疑問文で「今までに」

　never： 「一度も～ない」という否定
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1 次の文の（　）内から適するものを選び，記号で答えなさい。

⑴　I （ ア  was　イ  have　ウ  has ） worked at the shop since last year. 〔　　　〕

⑵　Mr. Sato （ ア  is　イ  have　ウ  has ） lived in Tokyo for thirty years. 〔　　　〕

⑶　My mother has （ ア  was　イ  is　ウ  been ） in New York for a week. 〔　　　〕

⑷　Ken has stayed in Australia （ ア  for　イ  since　ウ  from ） 2015. 〔　　　〕

⑸　Bill has studied Japanese （ ア  for　イ  since　ウ  during ） one year. 〔　　　〕

2 次の対話が成り立つように，　　に適する語を書きなさい。
⑴　A:　Has Mr. Suzuki lived in Fukuoka for f ive years?

　　B:　Yes, 　　　　　　　 　　　　　　　.

⑵　A:　Have you been sick since this morning?

　　B:　No, I 　　　　　　　.

⑶　A:　　　　　　　　 　　　　　　　 have you stayed here?

　　B:　For six months.

⑷　A:　Has Ms. Brown stayed in Japan for a long time?　　　

　　B:　No.  She 　　　　　　　 stayed in Japan so long.

3 次の文を，（　）内の語句を使って現在完了の文に書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。

⑴　I read this book.　（ once ）

　　→ I 　　　　　　　 　　　　　　　 this book once. 

⑵　Nancy saw koalas.　（ many times ） 

　　→ Nancy 　　　　　　　 　　　　　　　 koalas many times.

⑶　Susie was in New York.　（ before ）

　　→ Susie 　　　　　　　 　　　　　　　 in New York before.　

⑷　We heard the story.　（ before ）

　　→ We 　　　　　　　 　　　　　　　 the story before.

4 次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。

⑴　私は一度も将
しょう

棋
ぎ

をしたことがありません。

　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 played shogi.

⑵　トムは一度も日本を訪れたことがありません。

　　Tom 　　　　　　　 　　　　　　　 visited Japan.

⑶　あなたは今までにこのＣＤを聞いたことがありますか。　　 はい，１回あります。

　　Have you 　　　　　　  　　　　　　  to this CD? 　　 Yes, I’ve 　　　　　　  to it 　　　　　　 .

⑷　私の父はオーストラリアへ３回行ったことがあります。

　　My father 　　　　　　　 　　　　　　　 to Australia three times.

□ New York　ニューヨーク　　□ koala　コアラ　　□ many times　何回も

語句

確 認 問 題
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1 次の文の　　に適する語を　　内から選んで書きなさい。ただし，同じ語は２回以上使わないこと。

⑴　I have met him 　　　　　　　.

⑵　Emi has studied English 　　　　　　　 three years.

⑶　Have you 　　　　　　　 seen whales?

⑷　It has been very warm 　　　　　　　 last Friday.

⑸　I’ll go to Okinawa tomorrow.  I have 　　　　　　　 been there.  This is my f irst visit.
　　　　　　　　　　　　　

2 次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。

⑴　私は何回もその公園へ行ったことがあります。

　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 to the park many times.

⑵　あなたは今までにサッカーをしたことがありますか。

　　　　　　　　　 you 　　　　　　　 played soccer?

⑶　父は先週から忙しくありません。

　　My father 　　　　　　　 　　　　　　　 busy since last week.

⑷　私たちは一度もパンダを見たことがありません。

　　We have 　　　　　　　 　　　　　　　 pandas.

⑸　ポールはどのくらいの間新しい自転車をほしがっていますか。

　　　　　　　　　 　　　　　　　 has Paul 　　　　　　　 a new bike?

3 次の対話が成り立つように，（　）に適するものをア～ウから選び，記号で答えなさい。
⑴　A:　You and Bill are good friends, aren’t you?

　　B:　Yes.   We （　　） each other since we were children. 

　　　ア　know　　イ　knew　　ウ　have known  〔　　　〕
⑵　A:　Is Nancy absent from school today, too?

　　B:　Yes.   She （　　） for more than one week. 

　　　ア　has been sick　　イ　is sick　　ウ　was sick  〔　　　〕
⑶　A:　（　　） have you visited Nagasaki? 

　　B:　I’ve visited there twice.

　　　ア　How long　　イ　How many times　　ウ　How much 〔　　　〕

4 次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。

⑴　Bob came to Chiba six months ago, and he still lives here.　〔ほぼ同じ内容を表す文に〕

　　→ Bob 　　　　　　　 　　　　　　　 in Chiba for six months.

⑵　They have worked here for ten years.　〔下線部をたずねる文に〕

　　→ How 　　　　　　　 have they 　　　　　　　 here?

⑶　I saw the movie.　〔「１回見たことがあります」という文に〕

　　→ I’ve 　　　　　　　 the movie 　　　　　　　.

since ever

never for

times before

□ whale　クジラ　　□ each other　お互い　　□ be absent from ～　～を欠席している

語句

練 習 問 題
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1 次の文を，（　）内の語句を使って現在完了の文に書きかえなさい。

⑴　It is rainy.　（ since last night ）
　　　

⑵　Did you see Mr. White?　（ ever ）
　　　

⑶　I didn’t go to China.　（ never ）　　
　　　

2 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語句を並べかえなさい。

⑴　私は２回その歌を聞いたことがあります。　I （ twice / have / that song / heard ）.

　　I  .

⑵　その男の人は３日間，何も食べていません。　The man （ anything / days / for / eaten / hasn’t / three ）.

　　The man  .

⑶　あなたは何回カナダへ行ったことがありますか。　How （ Canada / have / to / often / been / you ）?  

　　How   ?

3 （　）内の語句を使って，次の日本文を英文になおしなさい。

⑴　私は１回その町を訪れたことがあります。　（ visited，the town ）
　　　

⑵　彼はどのくらいの間ここに住んでいるのですか。　（ lived ）
　　　

4 次の英文は， ジョン（John）が祖父にあてて書いた手紙です。 これを読んで， あとの各問いに答えるとき，

　　に適する語を書きなさい。

 June 15

Dear Grandfather,

　How are you?  I am f ine.  Do you remember that you gave me a very cool cap last November?  I 

began to use it on that day.  I wear it when I go to school every day.  I like it very much.  I hope I 

can go and see you next month.  When I see you, I will show you my new baseball team uniform.  

Let’s play baseball together then.  I am looking forward to that.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Love,

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 John　　　　

⑴　How long has John used his cool cap? 

　　　　 He has used it since 　　　　　　　 　　　　　　　.

⑵　Does John go to school with his cool cap? 

　　　　 　　　　　　　, he 　　　　　　　.

⑶　Does John want to play baseball with his grandfather next August?　　

　　　　 　　　　　　　, he 　　　　　　　. 

5

STEP 問 題


