
 

現在完了 （継続）のまとめ 

基本 

１  現在完了（継続）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 lived in this town for ten years.    

     私は 10年間この町に住んでいます。 
  

（２）  私は３年間英語を勉強しています。      

  I have studied English for three years. 
  

（３）  彼女は去年から京都に住んでいます。    

  She has lived in Kyoto since last year. 
 

② 次の文を for five years を加えて現在完了の文に書きかえなさい。 

 I play basketball.           I have played basketball for five years. 

 

２  been を使った現在完了  

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５日間カナダにいます。 I   have      been    in Canada   for   five days. 
 

② 次の文を since yesterday を加えて現在完了の文に書きかえなさい。 

 My father is busy. My father has been busy since yesterday. 

 

３  現在完了（継続）の疑問文・否定文  

次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１）  You have played soccer for five years.       （疑問文に） 

     Have you played soccer for five years ? 
  

（２）  I have seen him for a long time.            （否定文に） 

     I haven’t seen him for a long time. 

 

４  期間をたずねる疑問文  

① 「あなたはどのくらいの間日本にいますか。」 を英語で書きなさい。 

 How long have you been in Japan ? 
 

② 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 lived in this town for ten years. 

    How long have you lived in this town ? 



 

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 （ see ） him for a long time.                 seen  

（２）  We have （ know ） each other for ten years.              known  

（３）  He has （ be ） busy since last week.                     been  

 

問題２  次の質問にあなた自身の立場で英語で答えなさい。 

（１）  Have you studied English for more than two years ?    ★ more than ～ ＝ ～以上 

      Yes, I have.  
  

（２）  How long have you lived in this town ? 

    （例） I have lived in this town for ten years. 

 

問題３  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１）  I knew him.          （「長い間」という意味を加えて現在完了の文に） 

     I have known him for a long time. 
   

（２）  My brother uses this computer.         （「先月から」という意味を加えて現在完了の文に） 

     My brother has used this computer since last month. 
   

（３）  Did you study English ?            （「５年間」という意味を加えて現在完了の文に） 

     Have you studied English for five years ? 
   

（４）  It is rainy today.           （下線部を since yesterday にかえて） 

     It has been rainy since yesterday. 

 

問題４  各組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。 

（１）  Yuko became sick yesterday.   She is still sick.         ★ still ＝ 今でも，まだ 

     Yuko    has       been    sick    since    yesterday. 
  

（２）  Tom came to Japan three years ago.   He still lives in Japan. 

     Tom    has       lived    in Japan    for    three years. 

 

問題５  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 彼が日本に来て３か月になります。   

    He has been in Japan for three months. 
  

（２） 私たちは昔からの知り合いです。  ★昔から ＝ 長い間  for a long time  /  お互い ＝ each other 

    We have known each other for a long time. 
  

（３） 私はずっと前からその本を買いたいと思っていたんですよ。   ★ずっと前から ＝ 長い間  for a long time 

    I have wanted to buy the book for a long time. 

 



 

基本 解答 

１  現在完了（継続）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 lived in this town for ten years.    

     私は 10年間この町に住んでいます。 
  

（２）  私は３年間英語を勉強しています。      

  I have studied English for three years. 
  

（３）  彼女は去年から京都に住んでいます。    

  She has lived in Kyoto since last year. 
 

② 次の文を for five years を加えて現在完了の文に書きかえなさい。 

 I play basketball.           I have played basketball for five years. 

 

２  been を使った現在完了  

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５日間カナダにいます。 I   have      been    in Canada   for   five days. 
 

② 次の文を since yesterday を加えて現在完了の文に書きかえなさい。 

 My father is busy. My father has been busy since yesterday. 

 

３  現在完了（継続）の疑問文・否定文  

次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１）  You have played soccer for five years.       （疑問文に） 

     Have you played soccer for five years ? 
  

（２）  I have seen him for a long time.            （否定文に） 

     I haven’t seen him for a long time. 

 

４  期間をたずねる疑問文  

① 「あなたはどのくらいの間日本にいますか。」 を英語で書きなさい。 

 How long have you been in Japan ? 
 

② 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 lived in this town for ten years. 

    How long have you lived in this town ? 



 

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 （ see ） him for a long time.                 seen  

（２）  We have （ know ） each other for ten years.              known  

（３）  He has （ be ） busy since last week.                     been  

 

問題２  次の質問にあなた自身の立場で英語で答えなさい。 

（１）  Have you studied English for more than two years ?    ★ more than ～ ＝ ～以上 

      Yes, I have.  
  

（２）  How long have you lived in this town ? 

    （例） I have lived in this town for ten years. 

 

問題３  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１）  I knew him.          （「長い間」という意味を加えて現在完了の文に） 

     I have known him for a long time. 
   

（２）  My brother uses this computer.         （「先月から」という意味を加えて現在完了の文に） 

     My brother has used this computer since last month. 
   

（３）  Did you study English ?            （「５年間」という意味を加えて現在完了の文に） 

     Have you studied English for five years ? 
   

（４）  It is rainy today.           （下線部を since yesterday にかえて） 

     It has been rainy since yesterday. 

 

問題４  各組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。 

（１）  Yuko became sick yesterday.   She is still sick.         ★ still ＝ 今でも，まだ 

     Yuko    has       been    sick    since    yesterday. 
  

（２）  Tom came to Japan three years ago.   He still lives in Japan. 

     Tom    has       lived    in Japan    for    three years. 

 

問題５  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 彼が日本に来て３か月になります。   

    He has been in Japan for three months. 
  

（２） 私たちは昔からの知り合いです。  ★昔から ＝ 長い間  for a long time  /  お互い ＝ each other 

    We have known each other for a long time. 
  

（３） 私はずっと前からその本を買いたいと思っていたんですよ。   ★ずっと前から ＝ 長い間  for a long time 

    I have wanted to buy the book for a long time. 

 


