
○学習内容　現在完了（継続，経験，完了・結果）

A 　 継続 � Key Sentences

　１	 They have lived here for ten years. 彼らは10年間ずっとここに住んでいます。

　２	 Tom has not seen Yumi since 2010. トムは2010年以来，由美に会っていません。
　３	 Have you been friends for a long time? あなたたちは長い間ずっと友だちですか。

　４	 How long have you known him? あなたは彼と知り合ってどのくらいになりますか。

①　現在完了の形……〈have〔has〕＋過去分詞〉　主語が 3人称・単数のときは has。

②　 現在完了の意味……過去のあるときに始まった状態・動作が，現在とつながりを持っているこ
とを表す。継続，経験，完了・結果の 3つの用法がある。

③　 〈継続〉を表す現在完了……「（ずっと）〜だ，（ずっと）〜している」の意味で，過去から現在まで，
ある状態が継続していることを表す。

④　〈継続〉の用法とともによく使われる語句

　　〈for＋期間を表す語句〉（～の間），〈since＋過去の起点を表す語句〉（～以来，～から）
　　all day（一日中），for a long time（長い間），this week（今週）など

⑤　否定文……〈主語＋have〔has〕 not＋過去分詞 〜.〉

⑥　疑問文……〈Have〔Has〕＋主語＋過去分詞 〜?〉

　　《答え方》　Yes, 主語＋have〔has〕. / No, 主語＋have〔has〕 not.

⑦　How long 〜?……「どのくらい～か」と期間をたずねる言い方。

A確認問題
▲

1 次の文の〔　〕には haveか hasを，　　には（　）内の動詞を過去分詞になおして書きなさい。
⑴　We 〔 　 〕 　  in Japan for three years.　（live）

⑵　She 〔 　 〕 　  a computer since then.　（want）

⑶　I 〔　　　　　　〕 　  him since I was a child.　（know）

⑷　My father 〔 　 〕 　  busy since last week.　（be）

2 次の文の　　に，forか sinceのいずれか適するほうを書きなさい。

⑴　I have had this doll 　  a long time.

⑵　Emi has been sick 　  yesterday.

⑶　Mr. Brown has loved this singer 　  then.

⑷　How long have you been here? ── 　  two hours.

⑸　It has not been rainy 　  last month.
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B 　 経験 � Key Sentences

　５	 I have met your mother before. 私はあなたのお母さんに以前お会いしたことがあります。

　６	 He has been to Osaka twice. 彼は大阪へ 2度行ったことがあります。

　７	 Have you ever climbed Mt. Aso? あなたは阿
あ

蘇
そ

山に登ったことがありますか。

　８	 Tom has never visited my town. トムは 1度も私の町を訪れたことがありません。

　９	 How often have you been to Nara? あなたは奈良へ何度行ったことがありますか。

　	 　I have been there three times. 　 3度行ったことがあります。

①　〈経験〉を表す現在完了……「〜したことがある」という現在までの経験を表す。
②　〈経験〉の用法とともによく使われる語句

　ア　ふつう文末に置くもの……before（以前に），once（ 1度），twice（ 2度），～ times（～度），
　　　several times（数度），many times（何度も）

　イ　ふつう過去分詞の前に置くもの……often（しばしば），sometimes（ときどき），
　　　ever（〈疑問文で〉今までに，かつて），never（〈否定文で〉1度も～ない）

③　have〔has〕 been to～……「〜へ行ったことがある」　〈主語＋have〔has〕 been to〜.〉の形。

　　注意　「～へ行ってきたところだ」〈完了〉という意味もある。
④　疑問文……〈Have〔Has〕＋主語（＋ever）＋過去分詞 〜?〉「（今までに）〜したことがあるか」
　　《答え方》　Yes, 主語＋have〔has〕.

　　　　　　　No, 主語＋haven’t〔hasn’t〕. / No, 主語＋ never have〔has〕.

⑤　 How many times 〜? / How often 〜?……「何回〜したことがあるか」と頻度・回数を
たずねる言い方。

⑥　否定文……〈主語＋have〔has〕 not〔never〕＋過去分詞 〜.〉「（ 1度も）〜したことがない」
B確認問題

▲

1 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　彼女はブラウン先生と 2度話したことがあります。

　　She 　  　  with Mr. Brown 　 .

⑵　私はこの本を以前に読んだことがありません。

　　I have 　  　  this book before.

⑶　ここでは 1度も雪が降ったことがありません。

　　We 　  　  　  snow here.

2 次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。
⑴　He has been to London several times.

　　彼は（ ）。

⑵　Have you ever been abroad?

　　あなたは（ ）。
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1　〈継続〉　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 live in this town.　（for ten months）

　　I 　  　  in this town for ten months.

⑵　We have our dog.　（for four years）

　　We 　  　  our dog for four years.

⑶　Space travel is my dream.　（for a long time）

　　Space travel 　  　  my dream for a long time.

⑷　Tom wants a new bike.　（since last year）

　　Tom 　  　  a new bike since last year.

⑸　My sister is busy.　（since last Tuesday）

　　My sister 　  　  busy since last Tuesday.

2　〈継続の否定文・疑問文〉　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　先月からあまり雨が降っていません。

　　We 　  　  much rain since last month.

⑵　あなたは10年間ずっと東京に住んでいるのですか。

　　 　  you 　  in Tokyo 　  ten years?

⑶　彼女は今朝からずっと自分の部屋にいるのですか。

　　 　  she 　  in her room 　  this morning?

⑷　あなたたちはどのくらいの間友だちなのですか。

　　 　  　  　  you been friends?

3　〈継続の疑問文と答え〉　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: 　  you known John for a long time?

　　B: Yes, I have.

⑵　A: Has your mother had a cold since last week?

　　B: Yes, 　  　 .

⑶　A: 　  she wanted to have a dog for a long time?

　　B: No, 　  　 .

⑷　A: 　  　  has Mr. Smith been sick?

　　B: For f ive days.

space travel：宇宙旅行
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1	 次の文の　　に，（　）内の動詞を適する形になおして書きなさい。〔　〕には forまたは sinceの

いずれか適するほうを書きなさい。 A

⑴　I haven’t 　  a headache 〔 　 〕 a long time.　（have）

⑵　My mother has 　  sick in bed 〔 　 〕 last Sunday.　（be）

⑶　I’ve 　  in New York 〔 　 〕 eight years.　（live）

⑷　We’ve 　  each other 〔 　 〕 then.　（know）

2	 次の各組の文がほぼ同じ内容を表すように，　　に適する語を書きなさい。 A

⑴
I got busy last month.　I’m still busy now.

　　I 　  　  busy 　  last month.

⑵
Mr. Sato came to Tokyo two years ago.　He still lives in Tokyo.

　　Mr. Sato 　  　  in Tokyo 　  two years.

⑶
My grandfather died ten years ago.

　　My grandfather 　  　  dead 　  ten years.

⑷
When did you get to know her?

　　How 　  have you 　  her?

3	 次の対話が成り立つように，　　に適する語を書きなさい。 A

⑴　Have the students wanted to visit Japan since then?

　　── No, 　  　 .

⑵　Has your sister been absent from school for five days?

　　── Yes, 　  　 .

⑶　 　  　  have you been in this room?

　　── 　  this morning.

4	（　）内の語句を加え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。 B

⑴　We visited Sydney.　（three times）

　　We 　  　  Sydney three times.

⑵　The man climbed Mt. Fuji.　（many times）

　　The man 　  　  Mt. Fuji many times.

⑶　I didn’t hear that story.　（never）

　　I 　  　  　  that story.

⑷　Did you do volunteer work?　（ever）

　　 　  you 　  　  volunteer work?

get to ～：～するようになる

113112

現在完了⑴

STEP 1

0106-0139_1_22_English Search 2_本冊.indd   1120106-0139_1_22_English Search 2_本冊.indd   112 2022/08/23   9:372022/08/23   9:37



　

　

1	 次の文の下線部が誤りであれば　　に正しい語句を書きなさい。正しければ○を書きなさい。
⑴　We have known each other since more than twenty years. 　

⑵　That singer has died for f ive years. 　

⑶　When have you bought this car? 　

⑷　She has lost her watch last Friday. 　

⑸　I called your father just now. 　

2	 次の各問いに対する答えとして最も適するものをア～オから 1つずつ選び，記号で答えなさい。
⑴　Have you finished your homework yet? 〔　　　〕

⑵　Have you ever seen this picture? 〔　　　〕

⑶　Where have you been? 〔　　　〕

⑷　How long have you been in Japan? 〔　　　〕

⑸　How often have you been to Paris? 〔　　　〕

　ア　No, I never have. イ　For three weeks.　　　ウ　No, not yet.

　エ　I’ve been there twice. オ　I’ve been to the post office.

3	 次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえなさい。
⑴　Did you have breakfast?　〔 yetを加えて現在完了の文に〕

　　 

⑵　Tom sends e-mails.　〔many timesを加えて現在完了の文に〕

　　 

⑶　They’ve lived in London for a week.　〔下線部をたずねる文に〕

　　 

⑷　We didn’t hear from him last year.　〔「昨年からずっと～」という現在完了の文に〕
　　 

4	 次の対話が成り立つように，　　に適する語を書きなさい。
⑴　 　  　  have you known him? ── For three years.

⑵　Have you ever seen such a beautiful bird? ── No, I 　  have.

⑶　Let’s play soccer now.

　　── I’m sorry, I can’t.　I 　  finished my homework yet.

⑷　Are you still reading the book? ── No.　I 　  already read it.

⑸　　　　　　　   　　　　　　   　　　　　　   he driven you home? ── Several times.

hear from ～：～から便り〔連絡〕がある　　drive ～ home：～を車で家まで送る
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1	 次の各組の文がほぼ同じ内容を表すように，　　に適する語を書きなさい。

⑴
Jane came to Japan in 2015 and still lives here.

　　Jane  in Japan  2015.

⑵
My sister became sick three days ago and she is still sick now.

　　My sister  sick  three days.

⑶
We have had no snow for two years here.

　　  snowed for two years here.

⑷
My mother went shopping.　She is not at home.

　　My mother  shopping.

⑸
He has never been abroad.

　　He has never  any foreign countries.

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。ただし，それぞれ 1語補
うこと。

⑴　ジョンからは 5年間便りがありません。

　　（five / have / John / I / not / years / from / for / . ）

　　

⑵　今年はパリへ何回行きましたか。

　　（have / to / this year / you / how / Paris / many / been / ? ）

　　

⑶　私はこれほど美しい絵を見たことがありません。

　　（seen / picture / have / I / never / beautiful / a / . ）

　　

3	 次の⑴，⑵のイラストについて，①  →  ②が自然な対話になるように に適する英文を，それ
ぞれ 4語以上で書きなさい。

⑴　

⑵　

⑵
①

② I’ve been fine, 
　 thank you.
　 And you?

⑴ ② No, not yet.
　 I’ll do it later.

①
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１ 次の文の（　）内から適する語句を選び，記号で答えなさい。 （ 2点× 5 ）

⑴　It has been cold （ア during　イ for　ウ in　エ since） last Monday. 〔　　　〕

⑵　My uncle （ア moves　イ moved　ウ has moved　エ will move） to Hawaii last year.

 〔　　　〕

⑶　Is this your textbook or （ア I　イ my　ウ me　エ mine）? 〔　　　〕

⑷　I have （ア little　イ few　ウ lots　エ much） money, so I can’t go shopping with you.

 〔　　　〕

⑸　I need a pen now.  Do you have （ア it　イ that　ウ one　エ the one）? 〔　　　〕

２ 次の文と同じ用法の現在完了の文を選び，記号で答えなさい。 （ 3点× 3 ）

⑴　Have they arrived in Japan yet? 〔　　　〕

　ア　He has just called me.　　　 イ　I have enjoyed f ishing three times.

　ウ　Ms. Hill has wanted to visit Japan for two weeks.

⑵　Keiko has had this doll since she was f ive. 〔　　　〕

　ア　My father has gone to work. イ　How long have you been here?

　ウ　The rock band has had a concert in Japan once.

⑶　Tom has never talked to her. 〔　　　〕

　ア　I haven’t done the work yet. イ　I have known him for ten years.

　ウ　Have you ever seen a ghost?

３ 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。 （ 3点× 7 ）

⑴　私はそこで多くの羊を見ました。　I saw 　  　  there.

⑵　列車はもう京都を出ました。　　　The train 　  　  left Kyoto.

⑶　彼女はペットを 2匹飼っています。 1匹は犬で，もう 1匹はネコです。
　　She has two pets.  One is a dog and 　  　  is a cat.

⑷　彼らは今までに海外で働いたことがありますか。

　　 　  they 　  　  abroad?

⑸　お久しぶりです。ごきげんいかがでしたか。

　　I 　  seen you for a long time.  How have you 　 ?

⑹　あなたは自分自身のことしか考えない。他の人のことも考えなさい。

　　You think only of 　 .  Think of 　 , too.

⑺　私は 1時間サムを待ち続けています。

　　 　  been 　  for Sam for an hour.
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４ 次の各組の文がほぼ同じ内容を表すように，　　に適する語を書きなさい。 （ 4点× 5 ）

⑴
The students had a good time at the school festival.

　　The students enjoyed 　  at the school festival.

⑵
He didn’t know anything about that.

　　He 　  　  about that.

⑶
We came to this town ten years ago and we still live here.

　　We 　  　  in this town 　  ten years.

⑷
Mary started to study math two hours ago, and she is still studying it now.

　　Mary 　  　  　  math for two hours.

⑸
We have had no rain for a month.

　　 　  hasn’t 　  for a month.

５ 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を並べかえなさい。 （ 5点× 5 ）

⑴　彼はコーヒーを何杯飲みましたか。

　　（coffee / cups / how / drink / many / of / he / did / ?）

　　 

⑵　毎日，読書をする人もいれば，そうでない人もいます。
　　（every / others / and / read / day / some / books / people / ,） don’t.

　　  don’t.

⑶　ここからあなたの家までどのくらい時間がかかりますか。

　　（does / here / take / long / how / it / from） to your house?

　　  to your house?

⑷　あなたはもう今日の新聞を読みましたか。

　　（yet / today’s / have / read / you / newspaper / ? ）

　　 

⑸　彼女は何回ハワイへ行ったことがありますか。

　　（times / been / she / has / Hawaii / how / to / many / ? ）

　　 

６ 次の日本文を，（　）内の語数の英文になおしなさい。 （ 5点× 3 ）

⑴　電車で学校に来る生徒はほとんどいません。　（ 7語）

　　 

⑵　あなたはまだ手を洗っていません。　（ 7語）

　　 

⑶　私は 1度も彼らの歌を聞いたことがありません。　（ 6語）
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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　Who is that woman （ア walk　イ walking　ウ walked） with Kate? 〔　　　〕

⑵　My father has a car （ア make　イ making　ウ made） in the U.S. 〔　　　〕

⑶　I want （ア something cold to　イ cold something to　ウ something to cold） drink.　〔　　　〕

⑷　Do you have any magazines （ア about　イ for　ウ with） Japanese anime? 〔　　　〕

⑸　I need someone （ア who speak　イ that speaks　ウ which can speak） English.　〔　　　〕

2 次の文の　　に，（　）内の語を適する形になおして書きなさい。また，できた英文を日本文にな
おしなさい。

⑴　English is the language 　  in many countries.　（speak）

　　日本文　（ ）

⑵　The girl 　  the piano is my sister.　（play）

　　日本文　（ ）

⑶　I saw a lot of students who 　  waiting for the bus.　（be）

　　日本文　（ ）

名詞のあとに語句や節を続けて，名詞を後ろから説明する形を後置修飾という。
①　名詞のあとに語句を続ける形

ア　〈名詞＋前置詞〜〉 He lives in a town near Tokyo. （彼は東京の近くの町に住んでいます。）

イ　〈名詞＋不定詞〜〉 I want something to drink. （私は何か飲み物がほしい。）

ウ　〈名詞＋形容詞〜〉 Look at the sky full of stars.　（星でいっぱいの空を見てごらん。）

エ　〈名詞＋現在分詞〜〉　The boy reading a book is Ken. （本を読んでいる男の子は健です。）

オ　〈名詞＋過去分詞〜〉 She has a dog called Leo. （彼女はレオと呼ばれる犬を飼っています。）

②　名詞のあとに節を続ける形

ア　〈名詞＋関係代名詞（主格）＋動詞〜〉　名詞が「人」 → who〔that〕，「もの」 → which〔that〕

　　I have a friend who〔that〕 lives in China.　（私には中国に住んでいる友だちがいます。）

  後ろから名詞（a friend）を修飾。関係代名詞は省略できない。

イ　〈名詞＋関係代名詞（目的格）＋主語＋動詞〜〉　名詞が「人」 → who（m）〔that〕，「もの」 → which〔that〕

　　This is the bag which〔that〕 he made for me. （これは彼が私のために作ってくれたバッグです。）

  後ろから名詞（the bag）を修飾。関係代名詞は省略できる。

ウ　〈名詞＋主語＋動詞〜〉　イの関係代名詞が省略された形。

　　The movie I watched today was so exciting. （私が今日見た映画はとてもわくわくしました。）

  後ろから名詞（The movie）を修飾。

　補足　関係代名詞には所有格（whose）もある。

要点整理
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3 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　これは私のネコが割ったカップです。 This is a cup 　  by my cat.

⑵　私たちには助けてくれる人が必要です。　We need someone 　  help us.

⑶　絵を描いている男の子はトムです。 The boy 　  a picture is Tom.

⑷　これは東京にいる姉からのプレゼントです。

　　This is a present 　  my sister 　  Tokyo.

⑸　あなたが結婚式で見た老人は私の祖父です。

　　The old man 　  　  saw at the wedding is my grandfather.

⑹　その通りはシャーロック・ホームズが大好きな人々に人気があります。

　　The street is popular among the people 　  　  Sherlock Holmes.

4 次の各組の文がほぼ同じ内容を表すように，＿＿に適する語を書きなさい。

⑴
I have an uncle who lives in Canada.

　　I have an uncle 　  　  Canada.

⑵
My father gave this watch to me.

　　This is the watch 　  　  me by my father.

⑶
I have a cat called Kitty.

　　I have a cat 　  　  called Kitty.

⑷
We know a young boy with blue eyes.

　　We know a young boy 　  　  blue eyes.

5 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　あれは，私が 2年前に訪れたホテルです。
　　（visited / the / I / which / is / hotel / that） two years ago.

　　  two years ago.

⑵　その町を走っているバスはとても古かった。

　　（running / very old / the town / the bus / was / through / . ）

　　 

⑶　動物園には，大きな動物をこわがる子どもが何人かいました。
　　（animals / some children / there / afraid / were / big / of） in the zoo.

　　  in the zoo.

⑷　お母さんがあなたに買ってくれたドレスはいかがですか。

　　How do you （bought / you / your / for / like / mother / the dress）?

　　How do you  ?

⑸　テッドはジェーンの誕生日パーティーに招待されたただ 1人の男の子でした。

　　Ted was （invited / boy / Jane’s birthday party / the / to / only）.

　　Ted was  .
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