選択②

現在完了

●学習内容 継続

● 経験
/ 経験

/ 完了・結果 それぞれの用法の学習

● 継続
1

I have lived in Tokyo for three years.

私は 3 年間東京に住んでいます。

2

Emi has been busy since last week.

エミは先週からずっと忙しいです。

3

Have you stayed at this hotel since last month?

あなたは先月からこのホテルに滞在していますか。

Yes, I have. / No, I haven't.
4

How long have you lived here?

1

I've visited Kyoto before.

2

He has never seen the movie.

私は以前，京都を訪れたことがあります。
彼はその映画を一度も見たことがありません。

3 Have you ever seen read this book ?

あなたは今までにこの本を読んだことがありますか。

Yes, I have. / No, I haven't.
4

My father has been to Tokyo many times.

はい，あります。/ いいえ，ありません。
私の父は何度も東京に行ったことがあります。

はい，そうです。/いいえ，ちがいます。

ポイント

あなたはどのくらいここに住んでいますか。

「経験」を表す現在完了……過去のある時点で行った行為について，その時点から現在までの，

ポイント

その経験を保持していることを表す。「（今までに）～したことがあります」という意味になる。

●現在完了の文……<have [has]＋過去分詞＋～>の形。主語が 3 人称単数のとき has を使う。

I have seen the movie before.

「継続」，「経験」，「完了・結果」の 3 つの用法がある

<現在完了の文>は，その行為の経験が過去から現在まで継続してその主語にあることを述べる。
<過去の文>I saw the movie yesterday. （私は昨日その映画を見ました。）

●動詞の過去問……動詞の語形変化で，規則変化と不規則変化がある。
過去形と同じ形になる。語尾に-ed, -d をつける。

①規則変化：

②不規則変化： 不規則に変化する。

例

例

live - lived

be - been write - written

注

①<主語＋have [has] not + (ever) +過去分詞～>

「（ずっと）～しています」という意味となる。
I

lived

in Tokyo five years ago.

<現在>

I

live

in Tokyo now.

「（今までに）～したことがない」
have not = haven't （短縮できる）
②<主語＋have [has] never +過去分詞～>

<現在完了>I have lived in Tokyo for five years.

経験を表す文でよく使われる副詞
ever 「今までに」 before 「以前に」
never 「一度も～ない」 once 「１回」
twice 「2 回」 ～ times 「～回」

「一度も～したことがない」 never 「一度も～ない」を使って否定文にできる
③<Have [Has]＋主語＋(ever)＋過去分詞～？ >

「私は，5 年間（ずっと）東京に住んでいます。」
●「継続」の文でよく使われる表現

「（今までに）～したことがありますか」

①<for + 期間を表す語句>「～の間」

● have [has] been to ～「～に行ったことがある」（経験）の意味になる。

②<since + 起点となる過去の時>「～から，～以来」

have [has] gone to ～「～に行ってしまった」（完了・結果）の意味になる。

since は前置詞として使われるときと，文と文をつなぐ接続詞として使われるときがある。
③How long ～?「どのくらいの間～？」継続の「期間」をたずねる。

確認問題
１

●否定文：<have [has] not + 過去問>

次の日本文にあう英文になるように，＿＿＿に適する語を書きなさい。

(1) 私は以前にその本を読んだことがあります。

疑問文：<Have [Has] + 主語 + 過去問～？>

I ______________ ______________ the book before.

Yes, ～ have[has]. / No, ～ have not [haven't]. ～ has not [hasn't].

(2) 彼は私に何度も会ったことがあります。

●短縮 I have → I've など。

He ______________ ______________ me many times.

確認問題
１ 次の文に have か has を使って（

<過去の文>は，過去に行った行為や事実を，単にその時点のこととして述べる.

●「経験」の現在完了の文の否定文，疑問文

●「継続」を表す現在完了……過去のある時点から現在まで，ある状態が継続していることを表す。

<過去>

（私は以前にその映画を見たことがあります。）

(3) 私達は一度京都に行ったことがあります。
We ______________ ______________ ______________ Kyoto once.

）内の動詞を過去分詞に直して現在完了の文を書きなさい。

(1) I ______________ ______________ in Japan for three years.

( live )

(2) My mother ______________ ______________ sick since yesterday. ( be )
(3) We ______________ ______________ in Australia for two months. ( stay )
(4) Ken ______________ ______________ a new bike since last year. ( want )

２

次の英文を日本文になおしなさい。

(1) They have never used the room.
彼らは（

）

(2) Has she ever seen the movie?
彼女は（

）

●完了・結果

練習問題 A

1

I have already finished my job.

私はすでに私の仕事を終えたところです。

2

She has just eaten lunch.

彼女はちょうど昼食を食べたところです。

3

We haven't cleaned the room yet.

１<過去分詞> 次の動詞を日本語になおし，過去形と過去分詞を書きなさい。
意味
)

______________

______________

leave

(

)

______________

______________

(3)

be

(

)

______________

______________

(4)

finish

(

)

______________

______________

●「完了・結果」を表す現在完了……「～したところだ，～してしまった」と，過去のある時点に始

(5)

have

(

)

______________

______________

まった動作がすでに完了していて，現在にその状態が続き何らかの結果をもたらしていることを表す。

(6)

know

(

)

______________

______________

<過去の文> I lost my watch yesterday. （私は昨日私の時計をなくしました。）

(7)

read

(

)

______________

______________

<現在完了> I have lost my watch.

(8)

eat

(

)

______________

______________

Yes, I have. / No, I haven't. = No, not yet.

(1) see

あなたはもうこの本を読みましたか。

(2)

はい，しました。/いいえ，していません。

過去分詞

(

4 Have you read this book yet?

私達はまだその部屋を掃除していません。

過去形

ポイント

（私は私の時計をなくしてしまった。）

→ 現在も，なくした状態が続いていることを意味している。（＝過去になくして，現在，持っていない）

２<現在完了「継続」> 次の英文を（ ）内の語を使って，現在完了の文に書きかえなさい。

「完了・結果」を表す現在完了の文

また，できた英文を日本文にしなさい。

①<主語＋have [has] already +過去分詞～>
「すでに～したところです」
②<主語＋have [has] just +過去分詞～>
「ちょうど～したところです」
③<主語＋have [has] not +過去分詞～ + yet>
「まだ～していない」

完了・結果を表す文で

(1) I live in Tokyo. ( for three years )

よく使われる副詞

I ___________________________________________________________________ for three years.
日本文(

already 「すでに，もう」
(2)

just 「ちょうど」

)

Makoto uses this bike. ( since last year )
Makoto ______________________________________________________________ since last year.

yet 否定文「まだ～ない」

日本文(

疑問文「もう～したところですか」

④<Have [Has] not ＋主語＋過去分詞～ + yet?>

(3)

「もう～したところですか」 Yes, ～ have[has]. No, ～ haven't[hasn't]. = No, not yet.

)

My mother is sick. ( since this morning )
My mother _______________________________________________________ since this morning.

確認問題

日本文(

)

１ 次の英文を日本文になおしなさい。

３<現在完了「継続」> 次の英文を( )内の指示にしたがって書きかえなさい。

(1) We have already had dinner.

(1) My father has wanted a new computer since last month. （疑問文に書きかえ，Yes で答える）

私達は（
(2) Miki has just finished cleaning her room.

(2) You have stayed in Japan for a long time. （疑問文に書きかえ，No で答える）

みきは（

_____________________________________________________________________________________

）

(3) I haven't left home yet.

(3) They have studied English for two years. （下線部をたずねる文に）

私は（

_____________________________________________________________________________________

）

(4) Have you taken a bath yet?

４

あなたは（
２ 次の日本文にあう英文になるように，（

_____________________________________________________________________________________

）

）
）から適する語を選びなさい。

次の文の＿＿＿に，for か since のいずれか適する語を書きなさい。。

(1) I have lived in Osaka ______________ six months.
(2) We have been good friends ______________ last year.

(1) He hasn't started his homework ( just , yet ). （まだ宿題を始めていない）

(3) She has practiced the piano ______________ she was five years old.

(2) The train ( already , just ) left the station.

（すでに駅を出発してしまった）

(4) My father has been at this hotel ______________ two weeks.

(3) Has Mike come here ( just , yet )?

（もうここに来ているか）

(5) They have known each other ______________ they were children.

＜語句＞ take a bath 「風呂に入る」

＜語句＞

for a long time 「長い間」

５<現在完了「経験」> 次の日本文にあうように，＿＿＿に適する語を書きなさい。

練習問題Ｂ

(1) 私達はその映画を何度も見たことがあります。

１

次の文の＿＿に（ ）内の語を適する形になおして書きなさい。

(1) I have never ______________ the food. ( eat )

We ______________ ______________ the movie many ______________ .

(2)

Keiko has ______________ busy since yesterday. ( be )

(3)

My sister has already ______________ the room. ( clean )

(4)

Have you ever ______________ tennis? ( play )

(5)

We have ______________ him for three years. ( know )

(6)

I haven't ______________ the movie before. ( see )

(7)

He has ______________ his notebook. ( lose )

６<現在完了「経験」> 次の下線部を日本文になおしなさい。

２

次の文の（ ）内から適する語を選びなさい。

(1) Do you play the guitar?

(1)

Have you finished your homework ( yet , before )?

(2) 彼は一度も京都を訪れたことがありません。
He ______________ ______________ ______________ Kyoto.
(3) 私の姉はアメリカに行ったことがあります。
My sister ______________ ______________ ______________ America.
(4) あなたは今までにこの本を読んだことがありますか。いいえ，ありません。
_____________ you _____________ _____________ this book?

No, I ___________.

No, I've never played the guitar.

「あなたはギターをひきますか」「いいえ，（
(2) Have you ever been to America?

Yes, I have. I'm watching TV now.

）」
Yes, I went to New York last year.

(2)

Do you know John?

）」「はい，昨年ニューヨークに行きました」

(3)

My father has been in America ( since , for ) last month.

７<現在完了「完了・結果」> 次の英文をそれぞれの指示にしたがって現在完了の英文に書きかえよ。

(4)

Have you ( yet , ever ) been to Australia?

３

次の日本文にあうように，＿＿＿に適する語を書きなさい。

「（
I finished my homework.
(1) 「ちょうど宿題を終えたところだ」という文に。

(2) 「すでに宿題を終えてしまった」という文に。

He ______________ ______________ this book ______________ ______________ .
(2) 彼らは子どものころから親友です。

_____________________________________________________________________________________
(3) 「まだ宿題を終えていない」という文に。

They ______________ ______________ good friends ______________ they were children.
(3) あなたはもうケンに手紙を書きましたか。

_____________________________________________________________________________________
(4) 「あなたはもう宿題を終えましたか」とたずねる文に。（主語は you を使って）

____________ you ____________ to Ken ____________ ?

）内の語句を並べて全文を書きなさい。

She ______________ ______________ ______________ to Canada.
(5) あなたは今までに外国にいったことがありますか。
______________ you ______________ ______________ abroad?

(1) あなたはどのくらいの間日本に住んでいますか。
( lived / long / you / Japan / how / have / in )?
___________________________________________________________________________________

４
(1)

(2)

___________________________________________________________________________________
(3) 彼は東京の彼のおばさんに一度もあったことがありません。

( been / since / morning / she / here / has / this ).

___________________________________________________________________________________

Have you done your homework yet?.
Have you ever visited Nara?
______________ , I ______________. I went there last year.

(3)

( Tokyo / his / he / in / seen / has / aunt / never ).
___________________________________________________________________________________

次の対話が成り立つように，＿＿＿に適する語を書きなさい。
______________ , I ______________. I'm doing it now.

(2) その列車はちょうど駅を出発したところです。
( the station / just / the train / has / left ).

No, not _____________ .

(4) 彼女は一度もカナダに行ったことがありません。

_____________________________________________________________________________________

(4) 彼女は今朝からここにいます。

Yes, I've been there twice.

(1) 彼はこの本を 3 回読んだことがあります。

_____________________________________________________________________________________

８<現在完了> 次の日本文にあう英文になるように（

No, I have ( ever , never ) seen him.

Has your brother come home yet?.
______________ , he ______________. He is still at school.

(4)

_____________ _____________ _____________ you stayed in Japan?
For five years.

＜語句＞

write to ～「～に手紙を書く」 still「まだ」 abroad「外国に」

５ 次の各組の文がほぼ同じ意味になるように，＿＿＿に適する語を書きなさい。
(1)

(2)

(3)

読解問題

次の英文は，中学生のかずやと福岡の大学に留学しているサラが会話しています。次の

Ms.Smith came to Japan four years ago. She still lives in Japan.

英文を読んで，問いに答えなさい。(2016 福岡県改）

Ms.Smith has ______________ in Japan ______________ four years.

Kazuya : Thank you for coming to our class, Sara. Can I ask you some questions?

My sister became a teacher last year. She is still a teacher.

Sarah : Of course.

My sister has ______________ a teacher ______________ last year.

Kazuya : How long have you ①(live) in Fukuoka?

He started doing his homework. He is doing it now.

Sarah : I have lived here for two years. I have studied science at a university. (a)People around

He ______________ finished his homework yet.

me have been very knid since I came to Japan. I love my life here.

６ 次の対話が成り立つように，（ ）内の語を並べかえ。＿＿に全文を書きなさい。

Kazuya : Why did you decide to study in Fukuoka?

(1) A : Shall I cook something for you?

Sarah : My favorite scientist is teaching at my university. My dream is to be a scientist and work

B : No, thank you. I ( finished / have / lunch / already ) .
______________________________________________________________________________
(2) A : ( has / father / how / your / long / worked ) at this office?
______________________________________________________________________________
B : For ten years.
(3) A : Have you ever been to Kyoto?
B : No. ( been / I / never / there / have ) .

with him in the future.
Kazuya : Great. Most of us have never been to foriegn countries. But many students in our school
are interested in foriegn countries. Could you give them a messeage?
Sarah : Sure. I have been to some countries before. At that time I had a lot of exprience there. My
message is "Go to a new place and try many things! Don't be afraid. You can learn a lot from it."
Kazuya : Thank you very much.
Sarah : You're welcome.

______________________________________________________________________________
B : ( to / I / for / wanted / have / go / there ) a long time.
______________________________________________________________________________

＜語句＞ university「大学」 scientist「科学者」 in the future「将来」
be interested in ～「～に興味がある」

be afraid「こわがる，恐れる」

(4) A : ( using / you / this computer / have / finished ) yet?
______________________________________________________________________________
B : No, not yet. I'm using it now. Please wait just a minute.
(5) A : Do you know Bob?
B : Yes, I do. I ( him / a child / he / known / was / have / since ) .
______________________________________________________________________________
７ 現在完了を使って，次の日本文を英文にしなさい。

問 1 ①の（ ）内の語を適する形になおしなさい。
問 2 下線部(a)を日本文になおしなさい。
（
(1) When did Sarah come to Fukuoka?

She came here _____________ _____________ _____________.
(2) What has Sarah studied at the university?
She _____________ _____________ _____________.

(2) 私の姉は先月から新しいコンピュータをほしがっています。
___________________________________________________________________________________

(3) What does Sarah want to be in the furure?
She wants to be _____________ _____________ .

(3) あなたはもう夕食をつくることを終えましたか。
___________________________________________________________________________________

(4) Have most of the students ever been to foriegn countries?

(4) 私はその映画を一度も見たことがありません。( see )
___________________________________________________________________________________

_____________ , _____________ _____________.
問４ サラは生徒達にメッセージとして，どのようにすることをすすめましたか。日本文で書きなさい。
（

＜語句＞ become ～ 「～になる」 office 「会社，事務所」 just a minute 「ちょっとの間」

）

問 3 対話の内容にあうように，_______に適する語を書きなさい。

(1) 私の父はアメリカ( America )に 3 回行ったことがあります。
___________________________________________________________________________________

______________

）

５(1) have seen / times (2) has never visited (3) has been to (4) Have / ever read / haven't

確認問題
１(1) have lived (2) has been (3) have stayed

(4) has wanted

【解説】(1)何回は，～ times で表す。ただし，1 回は once，2 回は twaice で表す。(2)「一度も～ない」

【解説】現在完了の文は<主語＋have[has] + 過去分詞･･･>の形。規則変化の動詞は，過去形と過去分

は，never で否定する。(3)「～へ行ったことがある」は have[has] been to～で表す。(4)「今までに」

詞は同じで，語尾に-ed,-d をつける。不規則動詞は 1 つ 1 つ不規則に変化する。ここでは「（ずっと）

は ever を使う。

～している」と「継続」を表している。

６(1) 私は一度もギターをひいたことがありません。

確認問題

ありますか。

１(1) have read (2) has seen[met] (3) have been to

７(1) I have just finished my homework. (2) I have already finished my homework. (3) I haven't

【解説】現在完了の文は「～したことがある」と「経験」を表すこともある。

finished my homework yet. (4) Have I finished my homework yet?

２(1) その部屋を一度も使ったことがありません。 (2) 今までにその映画を見たことがありますか。

【解説】「完了・結果」の現在完了の文でよく使われる副詞をよく覚えておこう。just「ちょうど」，

【解説】(1)<主語＋have[has] + never＋過去分詞･･･>は「一度も～したことがない」。

already「すでに」，否定文 yet「まだ」，疑問文 yet「もう」など。

(2) <Have[Has]＋主語＋(ever)＋過去分詞･･･?>は「(今までに)～したことがありますか」。

８(1) How long have you lived in Japan? (2) The train has just left the station. (3) He has never

確認問題

seen his aunt in Tokyo. (4) She has been here since this morning.

１(1) すでに夕食を食べたところです。 (2) ちゅうど部屋をそうじすることを終えたところです。

【解説】(4)「～にいます」の文は，be 動詞の文。

(3) まだ家を出発していません。

(4) もう風呂に入りましたか。

(2) あなたは今までにアメリカに行ったことが

練習問題Ｂ

【解説】現在完了の文は「～したところです，～してしまった」と「完了・結果」を表すこともある。

１(1) eaten (2) been (3) cleaned (4) played (5) known (6) seen (7) lost

２(1) yet (2) already (3) yet

【解説】have,has があるからすべて現在完了の文。動詞は過去分詞にする。

【解説】just「ちょうど」，already「すでに」，否定文の yet「まだ～ない」，疑問文の yet「もう～

２(1) yet (2) never (3) carried (4) ever

したか」の意味。

【解説】(1)「あなたはもう(yet)～を終えたところですか」(2)「私は一度も（never)～したことがない」

練習問題 A

(3)「私の父は～以来（since）アメリカにいます」(4)「あなたは今までに（ever）～へ行ったことがあ

１(1)見る，会う saw seen (2)出発する，去る left left (3)です，いる was,were been

るか」

(4)終える finished finished (5)持っている，食べる had had (6)知っている knew known
(7)読む

read read (8)食べる ate eaten

２(1) have lived in Tokyo / 私は 3 年間東京に住んでいます。

３(1) has read / three times (2) have been / since (3) Have / written / yet / yet
(4) has never been (5) Have / ever been

(2) has used this baike / まことは

【解説】(1)何回は，～ times で表す。ただし，1 回は once，2 回は twaice で表す。(3)完了・結果の答

昨年からこの自転車を使っています。 (3) has been sick / 私の母は今朝から病気です。

えは，No のとき，No, I haven't. か No, not yet. のどちらでもよい。(4)「一度も～ない」は，never

【解説】for ～「～の間」，since ～「～から，～以来」という意味。

で否定する。(5)have [has] been to～は，to のあとが名詞（地名など）のとき，to は必要で，副詞

３(1) Has my father wanted a new computer since last month? Yes, he has. (2) Have you stayed in

(there,abroad など）のとき to は不要となる。

Japan for a long time? No, I haven't [ have not ]. (3) How long have they studied English?

４(1) No / haven't (2) Yes / have (3) No / hasn't (4) How long have

【解説】(1)(2)疑問文は <Have[Has]＋主語＋(ever)＋過去分詞･･･?>の形。答えるときは，Yes, ～ have.

【解説】(1)「あなたはもう宿題をしましたか」「問いの部分」「私は今それをしています」であるか

No, ～ haven't. [ hasn't.] を使う。(3)「2 年間」は「期間」を表すので，期間をたずねる How long ～?

ら，No で答える。(2)「今までに訪れたことがあるか」「問いの部分」「昨年に行った」であるから

「どのくらいの期間～しているか」の文。

Yes で答える。(3) 「もう家に帰ったか」「問いの部分」「まだ学校にいる」であるから No で答える。

４(1) for (2) since (3) since (4) for (5) since

(4) 「問いの部分」「5 年間」であるから How long ～？で期間をたずねる文を書く。

【解説】for ～「～の間」，since ～「～から，～以来」という意味。for のあとには期間を表す語句

５(1) lived / for (2) been / since (3) hasn't

がくる。since のあとには過去の時点を表す語句がくる。since は，(2)のように前置詞として使われる

【解説】(1)「4 年前に来た」「まだ住んでいる」→「4 年間すんでいる」という現在完了の継続の文に。

ときと，(3)(5)のように接続詞として使われるときがある。接続詞の場合には，<主語＋動詞＋～>の文

(2)「昨年先生になった」「まだ先生です」→「昨年から先生です」という現在完了の継続の文に。

が続く。

(3)「宿題をすることを始めた」「今それをしている」→「まだすることを終わっていない」という現
在完了の完了・結果の文に。

６(1) I have already finished lunch. (2) How long has your father worked at this office?

恐れないで。あなた達はそれから多くを学ぶことができます。」

(3) I have never been there. / I have wanted to go there for a long time.

かずや：ありがとうございます。

(4) Have you finished using this computer? (5) I have known him since he was a child.

サラ：どういたしまして。

【解説】(1)「あなたのために，何かをつくりましょうか」「いいえ，けっこうです」「すでに昼食を
とったところです」(2)「あなたの父はこの会社でどれくらい働いていますか」「10 年間です」(3)「あ
なたは今までに京都に行ったことがありますか」「いいえ。私は一度もそこに行ったことがありませ
ん」「私は長い間そこに行きたいと思っています」(4)あなたはもうこのコンピュータを使い終えまし
たか」「いいえ，まだです」「私は今それを使っています」「ちょっと待ってください」(5)「あなた
はボブを知っていますか」「はい，知っています」「私は彼が子どものことから彼を知っています」
７(1) My father has been to America three times. (2) My sister has wanted a new computer since
last month. (3) have you finished making [cooking] dinner yet? (4) I have never seen the movie.
読解問題
問１ ①lived
問２ 私のまわりの人々は私が日本に来て以来，（ずっと）親切です。
【解説】since～「～から，～以来」があるので，現在完了の継続の文。
問３ (1) two years ago (2) has studied science (3) a scientist

(4) No, they haven't

【解説】(1)「サラはいつ福岡に来ましたか」「サラはここに 2 年前に来ました」となる。過去形の疑
問文で聞かれているから，過去形の文で答える。(2)「サラは大学で何を勉強していますか」「彼女は
科学を勉強しています」となる。現在完了の継続の文で質問されているから，現在完了の継続の文で
答える。(3)「サラは将来何になりたいですか」「彼女は科学者になりたいです」となる。want to be ～
「～になりたい」の意味。(4)「大部分の生徒は今までに外国に行ったことがありますか」となる。現
在完了の経験の文で聞かれているので，現在完了の Yes, No で答える。
問４ 新しい場所に行きなさい。多くのことに挑戦しなさい。恐れないで。
<全訳>
かずや：私達の授業に来てくれてありがとう，サラ。あなたにいくつかの質問をしてもいいですか。
サラ：もちろんです。
かずや：あなたは福岡にどれくらいの期間住んでいますか。
サラ：私は 2 年間ここに住んでいます。私は大学で科学を勉強しています。私のまわりの人々は私が日
本に来て以来，（ずっと）親切です。私はここでの私の生活が大好きです。
かずや：あなたはなぜ福岡で勉強する決心をしましたか。
サラ：私のお気に入りの科学者が私の大学で教えています。私の夢は科学者になることです。そして，
将来，彼といっしょに仕事をすることです。（不定詞は，to be a scientist と to work の 2 つと考える）
かずや：すばらしい。私達の大部分は一度も外国の国に行ったことがありません。しかし，私達の学
校の多くの生徒は外国の国に興味があります。彼らに，メッセージをいただけますか。
サラ：いいですとも。私は以前いくつかの国に行ったことがあります。その時，私はそこで多くの経
験をえました。私のメッセージは，「新しい場所に行きなさい。そして多くのことを挑戦しなさい。

