
中２英語（現在完了の復習１）No.1

【１】現在完了が表す４つの意味と、その基本的な日本語

の訳し方を言いなさい。

【２】現在完了の作り方を言いなさい。

【３】現在完了を疑問文にする方法と、その答え方を言い

なさい。

【４】現在完了の文を否定文にする方法を言いなさい。

【５】次の各文を訳して、それが【１】で答えた４つの意

味のどれにあたるかを言いなさい。

I have lived here since 1995.①

Have you ever visited Nikko? Yes. I've visited the place②

three times.

Have you finished your dinner? Yes, I've just finished it.③

I've wanted to swim here since then.④

How many times have you visited the place? Three times.⑤

Emi has just finished her homework.⑥

Have you ever visited New York? No, I haven't.⑦

Have you seen the movie yet? No, I haven't.⑧

How long have you been here? About two months.⑨

More than five years have passed since he died.⑩

Miki has lived in Yokohama before.⑪

The concert has already begun.⑫

I've just been to the airport to see my friend off.⑬

I have never read any books about Japan.⑭

I haven't written to my parents for a long time.⑮
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【１】

①完了： ～したところだ 「～してしまった」「 」

②経験： ～したことがある」「

③継続： ずっと～している」「

④結果： ～してしまった 「～している」「 」

【２】 ( )＋過去分詞have has

【３】疑問文の作り方は または を文の先頭に持have has

ってきて作ります。答えも ～ ( ) ～Yes, have has . No,

(～ )のように または を使って答haven't hasn't have has

えます。

haven't hasn't not have【４】否定文は または のように を

または の後ろに付けて作ります。has

【５】

①私は 年以来ずっとここに住んでいる （継続）1995 。

。 。②あなたは今までに日光を訪れたことがありますか はい

私はその場所を３回訪れたことがあります （経験）。

③あなたはあなたの夕食を終えてしまいましたか。はい、

私はそれを丁度終えたところです （完了）。

④私はその時以来、ずっとここで泳ぎたいと思っている。

（継続）

⑤あなたは何回その場所を訪れたことがありますか。３回

です （経験）。

。（ ）⑥絵美はちょうど彼女の宿題を終えたところです 完了

⑦あなたは今までにニューヨークを訪れたことがあります

か。いいえ、ありません （経験）。

⑧あなたはもうその映画を見てしまいましたか。いいえ、

見ていません （完了）。

。 。⑨あなたはここにどれくらい居ますか およそ２ヶ月です

（継続）

⑩彼が亡くなって以来、５年以上が経った （完了）。

⑪美希は以前、横浜に住んでいたことがある （経験）。

⑫コンサートはもう始まってしまった （完了）。

⑬私はちょうど空港へ友人を見送りに行ってきたところで

す （完了）。

⑭私は今までに日本についての本を一冊も読んだことがな

い （経験）。

⑮私は長い間、私の両親に手紙を書いていない （継続）。
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I have been to Okinawa many times.⑯

I have lived in Kyoto since I came to Japan.⑰

How long has he been absent from school?⑱

My grandfather has been dead for five years.⑲

Have you finished your homework yet?⑳

【６ （ ）内の語を使って、次の各文を現在完了の文に】

換え、それを日本語に訳し、更に４つの意味のどれにな

るかを言いなさい。

① ( )I read a book about Korean language. just

② ( )Does Tom learn Korean greetings? ever

③ ( )She studies Korean. for two years

④ ( ) 注： の過去分詞 は使いまI go to Korea. never go gone

せん。

⑤ ( ～ )Keiko writes her history report. not yet

⑥ ( )I visited Tokyo. once

⑦ ( )Do you read the book? How often

⑧ ( )Does she live in Sapporo? How long

⑨ ( )My brother cleans his room. already

⑩ ( )I see the movie. five times

⑪ ( )I am very busy. since yesterday

⑫ ( )Did you finish reading the book? yet

⑬ ( )I know Mr. Watson. for ten years
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⑯私は何回も沖縄に行ったことがある （経験）。

、 。（ ）⑰私は日本に来て以来 ずっと京都に住んでいる 継続

⑱彼はどれくらいのあいだずっと学校を欠席しています

か （継続）。

⑲私の祖父が亡くなって５年になる （私の祖父は５年間。

ずっと死んでいる （継続）。）

⑳あなたはもう あなたの宿題をしてしまいましたか 完、 。（

了）

【６】

① 私は丁度I have just read a book about Korean language.

韓国語についての本を読んだところです （完了）。

② トムは今までにHas Tom ever learned Korean greetings?

韓国語のあいさつを学んだことがありますか （経験）。

③ 彼女は２年間ずっShe has studied Korean for two years.

と韓国語を学んでいます （継続）。

④ 私は今まで一度も韓国に行I have never been to Korea.

ったことがありません （経験）。

⑤ 恵子はまだKeiko has not written her history report yet.

彼女の歴史のレポートを書いてしまっていません （完。

了）

⑥ 私は一度、東京を訪れたこI have visited Tokyo once.

とがある （経験）。

⑦ あなたは何回その本How often have you read the book?

を読んだことがありますか （経験）。

⑧ 彼女はどれくらいのHow long has she lived in Sapporo?

間ずっと札幌に住んでいますか （継続）。

⑨ 私の兄はもうMy brother has already cleaned his room.

彼の部屋を掃除してしまった （完了）。

⑩ 私は５回その映画を見I have seen the movie five times.

たことがある （経験）。

⑪ 私は昨日からずっI have been very busy since yesterday.

ととても忙しい （継続）。

⑫ あなたはもうそHave you finished reading the book yet?

の本を読み終えましたか （完了）。

⑬ 私は１０年間ずI have known Mr. Watson for ten years.

っとワトソン氏を知っている （私はワトソン氏と知り。

合って１０年になる （継続）。）


