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1⑴ Food Cultures

教科書 P.8 ～ 9

1　I have eaten sukiyaki once. 私は（今までに）一度すき焼きを食べたことがあります。

2　I have been to a sukiyaki restaurant. 私は（今までに）すき焼き屋に行ったことがあります。

１　 現在完了形（経験用法）の意味と用法　〈have [has]＋過去分詞〉の形を現在完了形という。「（今までに）～した

ことがある」を表す現在完了形を経験用法という。（短縮形…I have → I've）

　　　　I  have eaten  sukiyaki once.

　　 　　 have＋過去分詞

　　参考　 過去形は過去の事実を述べる文だが，現在完了形（経験用法）は「そ

の動作を経験したことがある」ことを述べる文で，時制は現在。

　　　　　 【過去形の文】　　I saw the bird.　（私はその鳥を見ました。）

　　　　　 【現在完了形の文】I have seen the bird once.　（私は（今までに）一度その鳥を見たことがあります。）

２　 「～に行ったことがある」を表す現在完了形　〈have [has] been to＋場所〉で「（今までに）～に行ったこと

がある」を表す。
　　　I  have been to  a sukiyaki restaurant. 

　　　　have been to　　　　場所

　　参考　 〈have [has] visited＋場所〉で，「（今までに）～を訪れたことがある」を表し，〈have [has] been 

to＋場所〉と同じような意味であるが，「場所」を表す語句の前に toを用いないことに注意。

　　　　　　　I have visited London.　（私は（今までに）ロンドンを訪れたことがあります。）

□ bowl □T名  　わん，どんぶり □ climb　 □T動  　～に登る
□mark □T名  　マーク，印 □ eaten □T動  　〔eatの過去分詞形〕
□mountain　 □T名  　山 □ swum　 □T動　〔swimの過去分詞形〕

□Mt. 　 □T名  　 〔山の名前の前につけ
て〕～山

□ several　 □T形　いくつかの，数個の
□ again　 □T副　もう一度

□ plane □T名  　飛行機 □ once　 □T副　一度
□ been □T動  　〔beの過去分詞形〕 □ twice □T副　２回

例

経験用法でよく使われる語句

・twice　　「２回」　　　　　・three times「３回」　　　　　・before　　「以前に」

　　I have played baseball four times.　（私は（今までに）４回野球をしたことがあります。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３回以上の場合は ～ times「～回」で表す。

例

例

例

単語・語句単語・語句 ①読み方と意味を確認しよう。②つづりと発音に注意して，自分で言えるように練習しよう。

　　　　これまでに経験したことを表す現在完了形の経験用法を身につける。　目 　　標

現在完了形（経験用法）学習のポイント
基本文基本文 読み方と意味を確認しよう。

解解 説説 意味や使い方を理解したら，基本文を自分で言えるように練習しよう。
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1　次の絵の中の語句を使って，「私は一度～したことがあります。」という英文を書きなさい。

　 I have eaten natto once.

□⑴ 　 I have [I've] played tennis once. 
□⑵ 　 I have [I've] made a cake once. 
□⑶ 　 I have [I've] seen a koala once. 

2　次の（　　）内の語（句）を使って，「…は～に行ったことがあります。」という英文を書きなさい。
　 ( I / a nice restaurant ) →　I have been to a nice restaurant.

□⑴ 　( I / Hokkaido )

 I have [I've] been to Hokkaido.　 
□⑵ 　( we / Australia )　

 We have been to Australia. 
□⑶ 　( she / Ayaka's house )　

 She has been to Ayaka's house. 
□⑷　( they / the village )

 They have been to the village. 

3　次の英文の　　　に，（　　）内の語を適切な形に直して書きなさい。
□⑴ 　We have played  the guitar before.　（play）

□⑵　I have seen  his mother once.　（see）

□⑶　She has had  sashimi three times.　（have）

□⑷　Tom has been  to Iwate twice.　（be）

4　次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。
□⑴　私は一度インドでカレーを食べたことがあります。

　　　I have eaten[had] curry in India once .

□⑵　彼らは以前にその映画を見たことがあります。

　　　They have watched [seen] the movie before .

□⑶　私の姉は２回この本を読んだことがあります。

　　　My sister has  read  this book twice .

□⑷　マイクとリサは３回京都に行ったことがあります。

　　　Mike and Lisa have  been  to Kyoto three times .

例

例

確 認 問 題確 認 問 題確 認 問 題確 認 問 題

⑴ ⑵ ⑶

eat natto play tennis make a cake see a koala

例
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A　次の日本語を英語にしなさい。
□⑴　わん，どんぶり bowl  □⑵　一度 once
□⑶　飛行機 plane  □⑷　もう一度 again
□⑸　eatの過去分詞形 eaten  □⑹　いくつかの，数個の several
□⑺　山  mountain  □⑻　swimの過去分詞形 swum

B　次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。
□⑴　私は毎年富士山に登ります。Fclimb「～に登る」，Mt. ～「～山」
　　　I climb  Mt.  Fuji every year.

□⑵　私の母は２回沖縄に行ったことがあります。

　　　My mother has been  to Okinawa twice .

文法文法

1　次の英文を（　　）内の指示にしたがって書きかえなさい。

□⑴　I play basketball in this park.　（「～したことがあります。」という文に）

　　　 I have [I've] played basketball in this park. 
□⑵　I traveled in Nagano.　（主語を heにかえて「～したことがあります。」という文に）

　　　 He has traveled in Nagano. 
□⑶　They went to Italy.　（「一度～に行ったことがあります。」という文に）

　　　 They have been to Italy once. 
□⑷　I made curry with my mother yesterday.　（「一度～したことがあります。」という文に）

　　　 I have [I've] made curry with my mother once.  
□⑸　Tom listens to the song.　（「以前に～したことがあります。」という文に）

　　　 Tom has listened to the song before.　 
□⑹　My father lived in Russia last year.　（「以前に～したことがあります。」という文に）

　　　 My father has lived in Russia before.　 
□⑺　Takashi swims in the sea every summer.　（「何回も～したことがあります。」という文に）

　　　 Takashi has swum in the sea many times.　 
□⑻　She read this interesting book.　（「数回～したことがあります。」という文に）

　　　 She has read this interesting book several times.　 

2 　　 次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　ユミは２回バイオリンを演奏したことがあります。

　　　Yumi has  played  the violin twice .

□⑵　ナンシーと私は５回ドイツに行ったことがあります。

　　　Nancy and I have been  to  Germany five  times .

Fmany times「何回も」

Fseveral times「数回」
日本文だけを見て英文を
言えるようにしよう。

基 本 問 題基 本 問 題基 本 問 題基 本 問 題
単語・語句単語・語句

F have[has] been to ～「～に行ったことが
ある」，twice「２回」
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