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Ｚ会・公開授業 新中３・英語                                   

                                                        担当講師 平井 隆行 

 現在完了  

【英文の日本語訳と解答】 

１ 過去形と現在完了 

あ）私は自分のペンをなくした。※過去形 ＝今の状態は不明 
  い）私は自分のペンをなくした。（→ 今もない）※現在完了 
 
２ 現在完了の用法① 【完了・結果】 

あ）私は夕食をちょうど食べたところです。 
い）私の兄〔弟〕はもう寝ました。（→ 寝ています） 
う）あなたはもう宿題を終えましたか。 
え）― いいえ，まだ終えていません。 
お）私の母は勤め〔仕事／会社／事務所〕に行ってしまいました。 
 （→ 今，ここにいない） 
 

３ 現在完了の用法② 【継続】 

あ）私は 20 年間東京に住んでいます。 
い）ポールとリンダは大学生の時からお互いを知っています〔知り合いで

す〕。 
う）彼らは 1995 年からアメリカにいます。 
え）いつから〔どれくらい（長く）〕彼女は病気で寝ているのですか。 

― 彼女は 3 日間病気で寝ています。 
― 彼女は昨日から病気で寝ています。 

 
４ 現在完了の用法③ 【経験】 

あ）私は１度，英語で手紙を書いたことがあります。 
い）あなたはお寿司を食べたことがありますか，ライサ。 
  － はい，あります。私はそれが大好きです。 
    － いいえ，一度もありません。今回が初めてなんです。 
う）私はこんなすばらしい絵を見たことがありません。 
え）あなたは何度韓国に行ったことがありますか。 

― 仕事で 10 回行ったことがあります。 
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５ 入試・定期テストで狙われるのはここ！ 

(1) have been to ～／ have gone to ～  ２文の違いは？ 
あ）私はイギリスに 2 度行ったことがあります。― うらやましい！ 
い）彼はイギリスに行ってしまった。会いたい〔さびしい〕！ 

(2) 書き換え 
う）私の猫のタマは 10 年前に死にました。 

→ My cat Tama has been died for ten years.（×） 
              → dead             （○） 
え）私はこんなに大きな犬を見たことがありません。 

→ This is the biggest dog that I have never seen.（×） 
                                      → ever     （○） 
    これは私が今までに見た中で一番大きな犬です。 
 
■問題Ａ 
１ 
【完了・結果】(1) We have（ already ）（ done ）our homework. 

(2) Have you（ eaten ）lunch（ yet ）?  
(3) ― Yes, I（ have ）. ／ Yes, I（ already ）have. 
(4) ― No, I haven’t.  I haven’t（ eaten ）it（ yet ）.  

      ― No, not（ yet ）. 
(5) Sam has（ gone ）（ to ）Germany. 

 

【継続】 (6) She has（ been ）in Hokkaido（ for ）two years. 
 (7) （ How ）（ long ）have you（ known ）Taro? 
 (8) ― I have（ known ）him（ since ）last year. 
 (9) ― I have（ known ）him（ since ）we were children. 
 (10) ― I have（ known ）him（ for ）10 years. 

 

【経験】 (11) Have you（ ever ）（ tried ）the Turkish food? 
 (12) ― No, I（ haven’t ）.  I have（ never ）（ had ）it. 

 ― No, I（ never ）have.  
 (13) I have（ visited ）Kyoto（ three ）（ times ）. 
 (14) ( How ）（ often ）have you（ been ）（ to ）Okinawa? 
 (15) ― I have（ been ）there only（ once ）. 
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■問題Ｂ 
１ 
(1) How long have you lived in Japan? 

訳 Ａ：あなたは上手な日本語を話しますね。 
   Ｂ：ありがとう。私は日本語が好きなんです。 
   Ａ：日本にはどれくらい〔いつから〕住んでいるのですか。  
   Ｂ：そうですね，約３年間です。 
 
(2) He has been a teacher since he was twenty-three. 

訳 Ａ：あなたのお父さんは何をしているのですか〔職業は何ですか〕。 
 Ｂ：彼は数学の教師です。彼は 23 歳から教師をしています。 

    
２ 
(1) I have never seen such a beautiful sea. 
(2) I have already listened to that new CD. 
(3) Has your brother ever been to Paris?（不要語：visited） 
(4) Five years have already passed since that earthquake.（不要語：yet） 
 
 
 




