


1  次の絵の中の語句を使って，「私は長い間，ずっと～しています。」という英文を書きなさい。

 　　I have loved cats for a long time.

□⑴ I have wanted a computer for a long time.
□⑵ I have played basketball for a long time.
□⑶ I have lived in Australia for a long time.

2  次の（　　）内の語句を使って，「私は…間［…以来］ずっと～しています。」という英文を書きなさい。
 　　（use this desk，for ten years）→ I have used this desk for ten years.

□⑴ （play soccer，for two years）

   I have played soccer for two years.
□⑵ （study English，for five years）

   I have studied English for five years.
□⑶ （know Tom，since last year）

   I have known Tom since last year.

3  次の英文の下線部が答えの中心になる疑問文をつくるとき，　　　にあてはまる語を書きなさい。
□⑴ We have lived in Tokyo for twelve years.

   How  long  have you lived in Tokyo?

□⑵ Haruka has loved tennis since she was little.

   How  long  has  Haruka loved tennis?

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３年間このコンピュータを使っています。

   I have  used  this computer for  three years.

□⑵ 私たちは私が５歳のときから北海道に住んでいます。

   We have  lived  in Hokkaido since  I was five.

□⑶ エミは長い間新しい車をほしがっています。

   Emi has  wanted  a new car for  a long time.

□⑷ 昨日からずっと雨降りです。

   It has  been  rainy since  yesterday.

□⑸ あなたはどのくらいここにいるのですか。

   How  long  have  you been  here?

例　

love cats

⑴　

want a computer

⑵　 

play basketball

⑶　

live in Australia
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A 次の日本語を英語にしなさい。⑹，⑺，⑼，⑽は指示にしたがって書きなさい。
□⑴　危険  danger 　　□⑵　ワシ eagle
□⑶　人間  human 　　□⑷　トピック topic
□⑸　野生動物  wildlife 　　□⑹　beの過去分詞形 been
□⑺　chooseの過去分詞形  chosen 　　□⑻　～に直面する face
□⑼　seeの過去分詞形  seen 　　□⑽　he hasの短縮形 he’s

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 私はすしについて話すつもりです。

   I’m going to talk  about  sushi.

□⑵ 私の母は長い間サッカーが大好きです。

   My mother has loved soccer for  a long  time.

□⑶ ナンシーは生まれてからずっと日本に住んでいます。

   Nancy has lived in Japan since  she was born .

□⑷ 私は中国の歴史についてもっと知りたいです。

   I want  to know more  about Chinese history.

□⑸ 私たちの村は雨のせいで危険に直面していました。

   Our village was in  danger  because of the rain.

  

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 have a cat.　（for ten yearsを用いて，現在完了形の文に）

   I have had a cat for ten years.
□⑵ My father is busy.　（since yesterdayを用いて，現在完了形の文に）

   My father has been busy since yesterday.
□⑶ He has used this bike since he was little.　（下線部が答えの中心となる疑問文に）

   How long has he used this bike?

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 私たちは，エミが幼いときから彼女を知っています。

   We have known  Emi since  she was little.

□⑵ ヒロコは２年間新しいピアノをほしがっています。

   Hiroko has  wanted  a new piano for  two years.

□⑶ あなたのお兄さんはどのくらいフランスに住んでいるのですか。

   How  long  has  your brother lived  in France?

□⑷ 私たちは３年間ずっと友達です。

   We have  been  friends for  three years.

単語・語句単語・語句

talk about ～＝「～について話す」

be born＝「生まれる」

want to ～＝「～したい」

because of ～＝「～のせいで」　 in danger ＝「危険に直面して」
文法文法

haveの過去分詞形はhad。

期間をたずねる疑問文にする。

日本文だけを見て英文を
言えるようにしよう。

 いずれも現在完了形の継続
用法の文。「have［has］＋
動詞の過去分詞形」にする。

How long ～?＝「どのくらい（長く）～か。」
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