
 

 現在完了（継続）の疑問文・否定文  
１ 現在完了（継続）の疑問文  Have you 過去分詞～？ ずっと～しているか。  

例題 次の英文を日本語にしなさい。 

①〔肯定文〕  You have lived here for a long time.     （あなたは長い間ここに 住んでいます。） 

 

②〔疑問文〕  Have you lived here for a long time ?   （あなたは長い間ここに 住んでいますか。） 

③〔答え方〕  Yes, I have.   /   No, I haven’t.       （はい，住んでいます。 / いいえ，住んでいません。） 

 
問題  次の文を疑問文に書きかえなさい。また，疑問文の意味を日本語で書きなさい。 

（１）           You have played soccer for ten years. 

（疑問文）    

（意 味）     

（２）           She has lived in Canada since 1990. 

（疑問文）    

（意 味）     

（３）           He has stayed in Japan since last month.     

（疑問文）    

（意 味）     

（４）           We have been friends for a long time. 

（疑問文）    

（意 味）     

（５）           He has been in Canada since last week. 

（疑問文）    

（意 味）     

 

問題 次の日本語の意味を表すように（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。  ※ ただし，１語不足。 

（１） あなたは先月からこの町に滞在していますか。 

   （  since  /   in this town   /   you   /   last month   /   stayed   /  . ） 

  
  

（２） 私たちは８年間サッカーを練習していまかす。 

   （  soccer  /   we   /   eight   /   practiced   /   years   /   for   /  . ） 

  
  



 

2 現在完了（継続）の疑問文  How long have you ～？ どのくらいの間～しているか 

例題 次の英文を日本語にしなさい。 

 

How long have you studied English ? 

 

どのくらいの間、あなたは / 勉強しているか / 英語を  

 

問題  次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１）  How long have you played tennis ? 

 
 

  

（２） How long have you used this computer ? 

 
 

  

（３） How long have they practiced tennis ? 

 
 

  

（４） How long has he stayed in London ? 

 
 

  

（５） How long has she been in Canada ? 

 
 

 

問題  次の日本語の意味を表すように（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

（１） あなたはどのくらいの間そのかばんを使っていますか。 

 （   long   /   you   /   the bag   /   have   /   used   /   how   /  ?  ） 

  

（２） あなたはどのくらいの間この町に滞在していますか。 

   （  have  /   in this town   /   you   /   how   /   stayed   /  long   /  ?  ） 

  
  

（３） 私たちはどのくらいの間サッカーを練習していまか。 

   （  long  /  soccer  /   we   /   how   /   practiced  /  have   /  ? ） 

  
  

 



 

３ 現在完了（継続）の否定文  have not 過去分詞～ ずっと～していない 

例題 次の英文を日本語にしなさい。 

〔肯定文〕  I have lived here for a long time.     （私は長い間ここに 住んでいます。） 

 

〔否定文〕  I have not lived here for a long time.     （私は長い間ここに 住んでいません。） 

省略形 haven’t  

 I have not studied / English / since 2023. 

私は ずっと勉強していない / 英語を / 2023年から 

 

問題  次の文を否定文に書きかえなさい。また，否定文の意味を日本語で書きなさい。 

（１）           He has been in Japan since then. 

（否定文）    

（意 味）     

（２）           I have been busy since yesterday. 

（否定文）    

（意 味）     

（３）           It has been sunny since last Sunday. 

（否定文）    

（意 味）     

（４）           We have practiced soccer for eight years. 

（否定文）    

（意 味）     

（５）           They have seen for a long time.   

（否定文）    

（意 味）     

 



 

 解答  現在完了（継続）の疑問文・否定文  

１ 現在完了（継続）の疑問文  Have you 過去分詞～？ ずっと～しているか。  

例題 次の英文を日本語にしなさい。 

①〔肯定文〕  You have lived here for a long time.     （あなたは長い間ここに 住んでいます。） 

 

②〔疑問文〕  Have you lived here for a long time ?   （あなたは長い間ここに 住んでいますか。） 

③〔答え方〕  Yes, I have.   /   No, I haven’t.       （はい，住んでいます。 / いいえ，住んでいません。） 

 
問題  次の文を疑問文に書きかえなさい。また，疑問文の意味を日本語で書きなさい。 

（１）           You have played soccer for ten years. 

（疑問文）   Have you played soccer for ten years? 

（意 味）    あなたは 10年間サッカーをしていますか。 

（２）           She has lived in Canada since 1990. 

（疑問文）   Has she lived in Canada since 1990? 

（意 味）    彼女は 1990年からカナダに住んでいますか。 

（３）           He has stayed in Japan since last month.     

（疑問文）   Has he stayed in Japan since last month? 

（意 味）    彼は先月から日本に滞在していますか。 

（４）           We have been friends for a long time. 

（疑問文）   Have we been friends for a long time? 

（意 味）    私たちは長い間友達ですか。 

（５）           He has been in Canada since last week. 

（疑問文）   Has he been in Canada since last week? 

（意 味）    彼は先週からカナダにいますか。 

 

問題 次の日本語の意味を表すように（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。  ※ ただし，１語不足。 

（１） あなたは先月からこの町に滞在していますか。 

   （  since  /   in this town   /   you   /   last month   /   stayed   /  . ） 

     Have you stayed in this town since last month? 
  

（２） 私たちは８年間サッカーを練習していまかす。 

   （  soccer  /   we   /   eight   /   practiced   /   years   /   for   /  . ） 

     Have we practiced soccer for eight years? 
  



 

2 現在完了（継続）の疑問文  How long have you ～？ どのくらいの間～しているか 

例題 次の英文を日本語にしなさい。 

 

How long have you studied English ? 

 

どのくらいの間、あなたは / 勉強しているか / 英語を  

 

問題  次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１）  How long have you played tennis ? 

 どのくらいの間、あなたはテニスをしていますか。 

  

（２） How long have you used this computer ? 

  どのくらいの間、あなたはこのコンピュータを使っていますか。 

  

（３） How long have they practiced tennis ? 

  どのくらいの間、彼らはテニスを練習していますか。 

  

（４） How long has he stayed in London ? 

  どのくらいの間、彼はロンドンに滞在していますか。 

  

（５） How long has she been in Canada ? 

 どのくらいの間、彼女はカナダにいますか。 

 

問題  次の日本語の意味を表すように（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

（１） あなたはどのくらいの間そのかばんを使っていますか。 

 （   long   /   you   /   the bag   /   have   /   used   /   how   /  ?  ） 

 How long have you used the bag ? 

（２） あなたはどのくらいの間この町に滞在していますか。 

   （  have  /   in this town   /   you   /   how   /   stayed   /  long   /  ?  ） 

     How long have you stayed in this town ? 
  

（３） 私たちはどのくらいの間サッカーを練習していまか。 

   （  long  /  soccer  /   we   /   how   /   practiced  /  have   /  ? ） 

     How long have we practiced soccer ? 
  

 



 

３ 現在完了（継続）の否定文  have not 過去分詞～ ずっと～していない 

例題 次の英文を日本語にしなさい。 

〔肯定文〕  I have lived here for a long time.     （私は長い間ここに 住んでいます。） 

 

〔否定文〕  I have not lived here for a long time.     （私は長い間ここに 住んでいません。） 

省略形 haven’t  

 I have not studied / English / since 2023. 

私は ずっと勉強していない / 英語を / 2023年から 

 

問題  次の文を否定文に書きかえなさい。また，否定文の意味を日本語で書きなさい。 

（１）           He has been in Japan since then. 

（否定文）   He has not been in Japan since then. 

（意 味）    彼はそのときから日本にいません。 

（２）           I have been busy since yesterday. 

（否定文）   I have not been busy since yesterday. 

（意 味）    私は昨日から忙しくありません。 

（３）           It has been sunny since last Sunday. 

（否定文）   It has not been sunny since last Sunday. 

（意 味）    先週の日曜日からずっと晴れではありません。 

（４）           We have practiced soccer for eight years. 

（否定文）   We have not practiced soccer for eight years. 

（意 味）    私たちは８年間サッカーを練習していません。 

（５）           They have seen for a long time.   

（否定文）   They have not seen for a long time.     

（意 味）    彼らは長い間会っていません。 

 

 
 


