
 

現在完了 （経験）まとめ 

基本 

１  現在完了（経験）の基本形  

① 次の英文は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 

（１）  I have seen the movie once.        私は１度その映画を見たことがあります。 

（２）  私は以前にテニスをしたことがあります。       I have played tennis before. 

（３）  彼女は３度その本を読んだことがあります。     She has read the book three times. 

 

② 次の文を「２度」という意味を加えて，現在完了の文に書きかえなさい。 

   I ate Chinese food.             I have eaten Chinese food twice. 

 

２  have been to  

① 次の日本語の意味を表すように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

  私は以前に京都へ行ったことがあります。        

 I    have       been      to   Kyoto    before    . 

 

② 「私は何度も北海道へ行ったことがあります。」 を英語で書きなさい。 

 I have been to Hokkaido many times. 

   

３  現在完了（経験）の否定文  

① 次の日本語の意味を表すように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

  私は１度もその絵を見たことがありません。 

 I    have       never       seen    the picture. 

 

② 「私は１度もカナダへ行ったことがありません。」 を英語で書きなさい。 

 I have never been to Canada. 

 

４  現在完了（経験）の疑問文  

① 次の日本語の意味を表すように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

  あなたは今までにその話を聞いたことがありますか。 

    Have    you    ever       heard    that story ? 

 

② 「あなたは今までにカナダへ行ったことがありますか。」 を英語で書きなさい。 

 Have you ever been to Canada ? 



 

 

５  回数をたずねる疑問文  

次の文を下線部をたずねる疑問文に書きかえなさい。 

    You have been to Canada three times. 

    

How many times have you been to Canada ? 

 

 

発展 ～余裕がある人はチャレンジ～ 

 

問題１  次の（  ）内の語を適切な形に直して書きなさい。 

（１）  I have （ be ） to Italy before.                 been 
 

（２）  We have （ eat ） Mexican food once.               eaten 
 

（３）  Have you ever （ see ） that movie ?               seen 
 

（４）  I have never （ hear ） the story.                   heard 
 

 

問題２  ２つの文がほぼ同じ内容になるように，     に適語を１語ずつ書きなさい。 
 

  I have visited Hokkaido before.  ＝  I have    been      to   Hokkaido before. 

 

問題３  次の質問に対し，あなた自身の立場で３語以上の英語で答えなさい。 

（１）  Have you ever traveled abroad ?        

    
（例）  Yes, I have.   /   No, I haven’t. 

  

（２）  How many times have you been to Tokyo ?                   〔期末テスト〕 

    
（例） I have been there five times.  

 

問題４  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１）  I went to China.             （ 「以前に」という意味を加えて現在完了の文に ） 

     
I have been to China before. 

   

（２）  Did he climb Mt.Fuji ?        （ ever を加えて現在完了の文に ） 

     
Has he ever climbed Mt.Fuji ? 

   

（３）  He didn’t go to Osaka.        （ 「１度も行ったことがない」という意味の文に ） 

     
He has never been to Osaka.  

 

問題５  ２つの文がほぼ同じ内容になるように，     に適語を１語ずつ書きなさい。 
 

 This is Emi’s first visit to Canada. ＝ Emi has   never      been      to   Canada. 



 

基本 解答 

１  現在完了（経験）の基本形  

① 次の英文は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 

（１）  I have seen the movie once.        私は１度その映画を見たことがあります。 

（２）  私は以前にテニスをしたことがあります。       I have played tennis before. 

（３）  彼女は３度その本を読んだことがあります。     She has read the book three times. 

 

② 次の文を「２度」という意味を加えて，現在完了の文に書きかえなさい。 

   I ate Chinese food.             I have eaten Chinese food twice. 

 

２  have been to  

① 次の日本語の意味を表すように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

  私は以前に京都へ行ったことがあります。        

 I    have       been      to   Kyoto    before    . 

 

② 「私は何度も北海道へ行ったことがあります。」 を英語で書きなさい。 

 I have been to Hokkaido many times. 

   

３  現在完了（経験）の否定文  

① 次の日本語の意味を表すように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

  私は１度もその絵を見たことがありません。 

 I    have       never       seen    the picture. 

 

② 「私は１度もカナダへ行ったことがありません。」 を英語で書きなさい。 

 I have never been to Canada. 

 

４  現在完了（経験）の疑問文  

① 次の日本語の意味を表すように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

  あなたは今までにその話を聞いたことがありますか。 

    Have    you    ever       heard    that story ? 

 

② 「あなたは今までにカナダへ行ったことがありますか。」 を英語で書きなさい。 

 Have you ever been to Canada ? 



 

 

５  回数をたずねる疑問文  

次の文を下線部をたずねる疑問文に書きかえなさい。 

    You have been to Canada three times. 

    

How many times have you been to Canada ? 

 

発展 解答 

問題１  次の（  ）内の語を適切な形に直して書きなさい。 

（１）  I have （ be ） to Italy before.                 been 
 

（２）  We have （ eat ） Mexican food once.               eaten 
 

（３）  Have you ever （ see ） that movie ?               seen 
 

（４）  I have never （ hear ） the story.                   heard 
 

 

問題２  ２つの文がほぼ同じ内容になるように，     に適語を１語ずつ書きなさい。 
 

  I have visited Hokkaido before.  ＝  I have    been      to   Hokkaido before. 

 

問題３  次の質問に対し，あなた自身の立場で３語以上の英語で答えなさい。 

（１）  Have you ever traveled abroad ?        

    
（例）  Yes, I have.   /   No, I haven’t. 

  

（２）  How many times have you been to Tokyo ?                   〔期末テスト〕 

    
（例） I have been there five times.  

 

問題４  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１）  I went to China.             （ 「以前に」という意味を加えて現在完了の文に ） 

     
I have been to China before. 

   

（２）  Did he climb Mt.Fuji ?        （ ever を加えて現在完了の文に ） 

     
Has he ever climbed Mt.Fuji ? 

   

（３）  He didn’t go to Osaka.        （ 「１度も行ったことがない」という意味の文に ） 

     
He has never been to Osaka.  

 

問題５  ２つの文がほぼ同じ内容になるように，     に適語を１語ずつ書きなさい。 
 

 This is Emi’s first visit to Canada. ＝ Emi has   never      been      to   Canada. 

 


