
1章 現在完了形
☆経験を表わす現在完了形 「～したことがある」

I have visited America three tirnes_
have+過去分詞

私はにれまでに)3回 、アメリカを訪れたことがある。

現在完了形《have(has+過去分詞》で
①継続「ずっと～している」
②経験「～したことがある」
③完了「ちょうど～したところ」 の3つの用法があります。

どの用法になるかは、前後にある語句で判断します。

●経験を表わすときに、よく使われる言葉
before(以前)once(1度、1回)tw ce(2度、2回 )

3回 以上のときは ～ jmes(～ 度、～回)

●「～へ行つたことがある」  have(has)been toを 使う

I have been to America three tirnes.

私はにれまでに)3回 、アメリカヘ行つたことがある。

3き 3-1-2(2)

1( )に適する語を書きなさい。

(1)私は何度も野球をしたことがあります。

1(    )(     )baseba‖ many tlmes

(2)彼はこの映画を2回見たことがあります。

Ho(    )(    )this movie(    )

(3)私たちは以前中国へ行つたことがあります。

VVe(     )(     )to China(      )

(4)私は何回もこの歌を聞いたことがあります。 hearいeard heard

I(     )(     )this sOng(     )times

青定文   I have    been to Amenca

否定文   I have never been to Amenca.
私は一度もアメリカヘ行つたことがありません。

現在完了形の否定文は nOtを使いますが、
経験の否定文では never(一 度も～ない)がよく使われます。

英312(1)



have+過去分詞

私は(これまでに)3回 、アメリカを訪れたことがある。

現在完了形《have(has十 過去分詞》で
①継続「ずつと～している」
0経験「～したことがある」
③完了「ちょうど～したところ」 の3つの用法があります。

どの用法になるかは、前後にある語句で判断します。

●経験を表わすときに、よく使われる言葉
before(以前)once(1度、1回 )tt・vice(2度 、2回 )

3回以上のときは ～■mes(～度、～回)

●「～へ行つたことがある」  have(has)been toを 使う
l have been to AmeHca three times

私は(これまでに)3回 、アメリカヘ行つたことがある。

葵31-2(2)

1( 】こ適する語を書きなさい。

(1)私は何度も野球をしたことがあります。

1(人 tv¢ )(71γ・」)baseball many ttmes

(2)彼はこの映画を2回見たことがあります。

Ho(人 へ, )(∫.2n )thた movie(ナげに )

(3)私たちは以前中国へ行つたことがあります。

Vve( Aで。マ  )(b21ぃ    )to china(あCJtr2 )

(4)私は何回もこの歌を聞いたことがあります。 hcar―heard heard

I(  kαuO )( ぉ¢次,」   )this song( 1、へn/ )times

肯定文   I have    been to Ame百 ca.

否定文   I have never been to Ame百 ca
私は一度もアメリカヘ行つたことがありません。

現在完了形の否定文は nOtを使いますが、
経験の否定文では never(一 度も～ない)がよく使われます。

現在完了形 |

☆経験を表わす現在完了形 「～したことがある」
I have vislted AmeHca three tlmes

英312(1〕



ヨき3-1-2(3)

She has made a cake

Has she ever made a cake?
彼女は今までにケーキを作つたことがありますか。

Yes,she has /No,she hasn't
have(has)を主語の前に置きます。 答えるときも have(has)で 受ける。

経験の疑問文では ever(今までに)がよく使われます。

2( 】こ適する語を書きなさい。
(1)私は一度もピアノを弾いたことがありません。

I have (

肯定文

疑間文

否定文

疑問文

) ( ) the piano.

(2)彼は一度も北海道へ行つたことがありません。
Ho( )(      )(     )to Hokkaido

(3)あなたは今までに富士山を見たことがありますか。
Have you ( )(    )Mt FuJi?

(4)彼女は今までに沖縄に行つたことがありますか。
Has she ( ) ( )(      )Okinawa?

(5)あなたは何回ハワイに行つたことがありますか。
(    )many umes have you(   )〈    )Hawa‖ ?

糞312(4)

☆完了を表わす現在完了形
「ちょうど～したところだ」「もう～してしまった」

I have」 ust finished my homework_
私はちょうど宿題を終えたところです。

He has already read the book
彼はもう(すでに)その本を読んでしまつた。

●完了を表わすときに、よく使われる言葉
jus《ちょうど)Jready(す でに、もう)→have(has)と過去分詞の間に

He hasn't read the book yet
彼はまだその本を読んでいない。

Has he read the book yet?
彼はもうその本を読みましたか。
Yes,he has /No,he hasn't (No,not yet)

疑間文、否定文では justやJreadyは使わず、yetを使います。
否定文では「まだ」yeJま文末につけて
疑間文では「もう」



英312(3)

肯定文     she has made a cake

疑問文   Has she eve`made a cake?
彼女は今までにケーキを作つたことがありますか。

Yes,she has /No,she hasn t
have(has)を主語の前に置きます。 答えるときも have(has)で 受ける。

経験の疑間文では eveκ今までに)がよく使われます。
2( xこ適する語を書きなさい。
(1)私は一度もピアノを弾いたことがありません。

(2)壊ll亀製儡ふ:誉尺鳴彎だこ瞥紫』,T[ん。
He( kas )(nc。でr  )( b々 2ハ  )to HokkaldO

(3)あなたは今までに富士山を見たことがありますか。
Have yOu(aノer )(∫c● ぃ )Mt FuJi?

(4)彼女は今までに沖縄に行つたことがありますか。

③脱1臨よ、勇1摯え真ぶ£りT現、。
(Ho″ )many■ mes have you(院ら)(―t。  )HawalP

葵3-120)
☆完了を表わす現在完了形

「ちょうど～したところだ」「もう～してしまつた」

I have just flnished my homework
私はちょうど宿題を終えたところです。

Hc has already read the book
彼はもう(すでに)その本を読んでしまつた。

●完了を表わすときに、よく使われる言葉
Just(ち ょうど)Jreadメすでに、もう)→have(has)と過去分詞の間に

否定文    He hasn't read the book yet
彼はまだその本を読んでいない。

疑問文    Has he read the book yet?
彼はもうその本を読みましたか。
Yes,he has_/No,he hasn't (No,not yet)

疑問文、否定文では justやJreadyは使わず、yetを使います。

yetは文末につけて
  豊

定文で1ま「まだ」
E間文では「もう」



3( 】こ適する語を書きなさい。           英3■ 家9

(1)私はちょうど車を洗ったところです。
1've(     )(     )my car

(2)彼はすでに昼食を食べました。

He(     )(      )(    ):unch
(3)私の母はまだ部屋を掃除していません。

My mother(     )(     )the room(   )
(4)あなたはもう夕食を料理しましたか。一いいえ、まだです。

(      )you(       )dinner(     )?― ―N。,(    )(     )

4英語に直しなさい。

(1)私はもうその手紙を書いてしまいました。

the letter

(2)彼女はまだ宿題を終えていません。

(3)彼はもう出発しましたか。 時ave¬ et¬ et

革312(6)

Ohave beenの区 別

He has been n Osaka s nce!ast week【 継続】
彼は【                      】

He has been to Hawiitwice【 経験】
彼は【                      】

He hasjust been to the‖ brary【完了】
彼は【                       】

行つて帰つてきたばかり

He has gone to Hawa‖ 【結果】
彼はハワイに行つてしまつた。(だから今いない)

現在完 了形のまとめ

継続  「ずっと～している」
I have studied Engiish fOr three years

経験   「～したことがある。J

I have visited Kyoto three imes

完了   「
(ちょうど)～ したところだ」「(もう)～ してしまつたJ

I have」 ust flnished my homework
312終 了

,



3( 】こ適する語を書きなさい。           英3■ よう

(1)私はちょうど車を洗ったところです。
1've (り a`す    )(、o。∫k?」  )my can

(2)彼

学1∬ lこ

昼
iti,すれ夕iιハ61u卑常

」リ
(3)私の母はまだ部屋を掃除していません。

My mOther(kα
`.′

十 )(cttaぃ。」)the rOOm(/2+ )
(4)あなたはもう夕食を料理しましたか。―いいえ、まだです。

( |→ へυι )yOu( ι。。L′

` )dinner( ycナ

 )?――No,(  卜。「 )( /e十  )  l haυ で,ヵ
4英語に直しなさい。                        υ7

(1)私はもうその手紙を書いてしまいました。

l k^νこガr`a」ゾ
"レ

i+チでn          the letter
(2)彼女はまだ宿題を終えていません。

lゞc  ttaFnl  llぶ kゞc」   Aこ  ́ム。嶽々
"ι

rl( V●十
(3)彼はもう出発しましたか。 にaveJetヨ et

_」土二■」笙_Lf上_yヱ上_____―――一一
?

英312(6)
Ohave been oEE男 J

He has been in Osaka since last week【 1怪鰐じ】
彼は【免β ら́

`‐

,tズ薇 ^、 7イ        】

He has been to Hawa‖ twico【経験】
彼は【z皮 /、 フィttサ 7′ f‐ レンヾあう      】

器まiSりli:::鴨電,;:|:T,12璽ヒふ:こイ    】
He has gone to Hawa‖ 【結果】
彼はハワイに行ってしまつた。(だから今いない)

現在完了形のまとめ

継続   「ずっと～している」

経験    ITピピ鉤 †

f°r three years

l have vlsted Kyoto three ttmes

完了   「(ちょうど)～ したところだ」「(もう)～ してしまつた」
I have just inished my homework

312終了



補充問題A 英312A(1)

1( )内の語句を並べかえて、英文を完成させなさしヽ。

(1)野球の試合がちょうど始まつたところです。

(has/the baseba‖ game/begun/」 ust)

(2)彼らはまだ朝食を食べていません。

(have/had/yet/breakfast/not/they)

(3)あなたは今までにさしみを食べたことがありますか。
(sasllint/ever/tried/you/have)?

(4)あなたは一度も京都へ行つたことがありません。

(never/tO/you/been/Kyoto/have)

(5)彼らはもう教室を掃除し終えましたか。
(■nished/yet/they/cleaning/their classrOOm/have)?

,

業312尽 2)

2次の文を()内の指示に従つて書きかえなさい。

〈1)Isaw the moMe(「 3回見たことがある」の意味に)

(2) My brother has already finished his homework. (68*l:)

(3)Emi has been to Chna twice(下 線部をたずねる文に)

3下線部に注意して、日本語にしなさい。
(1)l have been there four Jmes

(2)She has been there for three days

(3):have lust been to Hawa‖

,



補充問題A

l( )内の語句を並べかえて、英文を完成させなさい。
(1)野球の試合力ち ょうど始まつたところです。

(has/the baseba‖ game/begun/just)

英312A(1)

(2)彼ら〔ままだ朝食を食べてい争せん。
( have / had / yet / breakfasi / not / they )

h^υ くさ としやは
`サ(3)あなたは今 でにさしみを食べたことがありますか。

(scslli“i/ ever / tried / vou / have )?

^  2υ
ι

(4) あなたは一度も京都へ行つたことがありません。
(. never / lo / you / been ,/ Kyoto ,/ have ).

Y。し、  k^υ で  И ύ′イ

iE:lif:二
±2-―」

`≠

.」L2_________
(5)彼らはもう教室を掃除し終えま

(flnished/yet/they/cleaning/their classroom/have)?

:^:.['"J claoni^" -ft"; "{ ？
ォ

2次の文を()内の指示に従つて書きかえなさい。
(1)I saw theぃ oЙe(「 3回見たことがある」の意味に)

l  k^uι  `.an lイ、z  、人0マ |¢  =lkr22 +Tぃ 。ゞ
(2) My brother has already finished his homework- (6EX{:)

:ぃ :`|?」  h,s koA21ガ ′ィL
(3)Emi has been to Chna twice(下線部をたずねる文に)

3下線部に注意して、日本語にしなさい。
(1)i have been there fOur times

多 t'々p● へ イヽ′■ ,し ′係多
(2) She has been there for three days.

\WEtl 1€tY,9 ';-"y1>1= ", { { ,
(3) I have iust been to Hawaii.

英012A(2)

tc"0 ir)l' r.r/t /\'t1 zt(tt,Z)ll--z,3td

,



1同じ用法の現在完了の文をア～ウから1つずつ選びなさい。
(1)He has been busy since yesterday           〔     〕
(2)We havejust had lunch            〔   〕
(3)1've never seen such a beautiful picture       〔     〕

ア Have you cleaned your rOOm yet?

イ How many times have you been there?

ウ How iong has she studied Eng‖sh?

2各組の文がほぼ同じ内容になるように、( )に適する語を書きなさい。

(1)I 
‖:FSthiSIitCh'anllllli:1:haVe it now

(2)I 
‖;‖::|:llassiCIIesterditi∬iiSSti‖ ;;:sI:浩ay

(3){ ‖;‖:[|:llentsh;iping,and;ξ:::intirenow

補充問題B 英 3-1-2B(1)

英312B(2)

3次の下線部の誤りを訂正して全文を書きなおしなさい。
(1)He has cOme to Tokyo yesterday

(2) Weygp happy since that time.

(3)VVhen have you been to the park?

4次の日本文を、英語に直しなさい。

(1)あなたはいつから彼と知り合いですか。

(2)彼らはちょうど到着したばかりです。

(3)私は一度もその歌を聞いたことがありません。



1同じ用法の現在完了の文をア～ウから1つずつ選びなさい。
(1)Hc has been busy since yesterday           〔 ′シ  〕
(2)VVe haveJuSt had lunch

(3)1've never seen such a beautiful

ア Have you cieaned yOur r

イ How many times have you been there?

ウ How long has she studied English?

2各組の文がほぼ同じ内容になるように、( )に適する語を書きなさい。

(1){ ‖:[11:SIitiliirl#:llillthaVeitnow
②

l W‖器:1,守εtttil為識;聰塩y

(3)1 ‖;‖‖:l卜甘ih;ipサ:f:ditlttl[:re n°

W

英3128(1)

英312B(2)

3次の下線部の誤りを訂正して全文を書きなおしなさい。
(1)He has cOme to Tokyo yesterday

Ъ )rど′
(2)We happy since that time.

(3)When

4次の日本文を、英語に直しなさい。
(1)あなたはいつから彼と知り合いですか。

。ω l。″ k4υ 2 ,

(2)彼らはちょうど 着したば りヽです。

て 」 十
(3)私は一度もその歌を聞い tことがありません。


