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We have played tennis together three times. 私たちは３回いっしょにテニスをしたことがあります。 
My father has been to Africa before.　 私の父は以前にアフリカへ行ったことがあります。

⑴　意味と用法　〈have［has］＋過去分詞〉の形を現在完了といい，過去に起きたことや過去の状態が現在に関係し
ていることを表す。①継続　②経験　③完了　④結果　を表す用法がある。

⑵　経験を表す現在完了　「（今までに）～したことがある」と現在までの経験を表すときは，現在完了〈have［has］
＋過去分詞〉の形を用いる。

　　短縮形：I have → I’ve，you have → you’ve，he has → he’s，it has → it’sなど

⑶　経験で用いられる副詞（句）　回数を表す副詞（句）がともに用いられることが多い。

Mary has often visited Kyoto.　（メアリーはしばしば京都を訪れたことがあります。）
We have seen him twice.　（私たちは彼に２回会ったことがあります。）

⑷　have［has］ been to ～　「～へ行ったことがある」は，ふつう goの過去分詞 goneの代わりに beenを使って，
〈have［has］ been to ～〉の形で表す。
I have been to France only once.　（私は１回だけフランスへ行ったことがあります。）

現在完了の形と意味，経験を表す現在完了1

［過　　去］　We played tennis together yesterday.　 〔過去の事実〕
［現在完了］　We have played tennis together three times.　〔現在までの経験〕

●often「しばしば」，sometimes「ときどき」… have［has］と過去分詞の間におく
●before「以前に」，once「１回」，twice「２回」，three times「３回」，a few times「２，３回」
　several times「数回」，many times「何回も」…文末におく

Meg has never been to China.　 メグは１回も中国へ行ったことがありません。 
Have you ever seen this animal?　 あなたは今までにこの動物を見たことがありますか。 
―― Yes, I have. / No, I haven’t.　 ――はい，あります。/ いいえ，ありません。

⑴　否定文の表し方　ふつう notの代わりに never「１回も～ない」を用いる。〈have［has］ never＋過去分詞〉

の形で「１回も～したことがない」という意味を表す。
I have   read such an interesting book.　（私はこんなにおもしろい本を１回も読んだことがありません。）

⑵　疑問文の表し方　疑問文では，ever「今までに」がよく用いられる。everは過去分詞の前におく。
〈Have［Has］＋主語＋ever＋過去分詞 ～?〉の形で，「今までに～したことがありますか」という意味を表す。
Have you   heard the song?　（あなたは今までにその歌を聞いたことがありますか。）
答え方：Yes, ～ have［has］. （はい，あります。） / No, ～ have［has］ not. / No, ～ haven’t［hasn’t］. （いいえ，あり

ません。） / No, ～ never have［has］. （いいえ，１回もありません。）
⑶　回数をたずねる疑問文　「何回〔何度〕～したことがありますか」と回数をたずねるときは，疑問文の前にHow 

oftenまたはHow many timesをおいて，〈How often［How many times］ have［has］＋主語＋過去分詞 

～?〉の形で表す。この疑問文には once，twice，～ timesなどを使って回数を答える。
  have you seen my father?　（あなたは何回私の父に会ったことがありますか。）
― I have seen him three times.　（私は彼に３回会ったことがあります。）

経験を表す現在完了の否定文・疑問文2
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9.  現在完了⑴

1  〈現在完了の形〔経験〕〉　次の英文に（　　）内の語（句）を加え，現在完了の文に書きかえなさい。また，英文を日
本文にしなさい。

□⑴　He read this book.　（twice）
  

 （  ）
□⑵　She talked with Americans.　（several times）
  

 （  ）
□⑶　We saw her mother.　（four times）
  

 （  ）

2  〈経験の否定文〉　次の英文を never を使った否定文に書きかえなさい。
□⑴　I have invited her to my house.

  

□⑵　Keiko has been to Hawaii.

  

□⑶　She has forgotten her homework.

  

3  〈経験の疑問文〉　次の英文を ever を使った疑問文に書きかえなさい。
□⑴　You have eaten in this restaurant.

  

□⑵　He has swum across the river.

  

4  〈現在完了〔経験〕の文の作り方〉　次の英文を（　　）内の指示に従って書きかえなさい。
□⑴　I have caught fish in the river.　（主語をHeにかえて）
  

□⑵　My father has sometimes cooked dinner.　（「１回もない」という意味の文に）
  

□⑶　I have been to Italy twice.　（下線部をたずねる疑問文に）
  

□⑷　Have you ever played baseball with Mike?　（Noで答えて）
  

□⑸　She has never seen this movie.　（「何回もある」という意味の文に）
  

□⑹　Your sister has climbed Mt. Fuji before.　（「今までに」という意味を加えた疑問文に）
  

□⑺　How many times have Tom and Dick eaten Japanese food?　（「２，３回」と答える文に）
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1 例にならい，（　　）内の語（句）を使って次の問いに答えなさい。
　　例　Have you ever visited the museum?　（twice）
 　Yes, I have visited it twice.

□⑴　Have you ever eaten Japanese food?　（often）
  

□⑵　Have you ever cooked for your family?　（never）
  

□⑶　Has he ever written to you?　（three times）
  

2 次の英文の　に適する語を書いて，対話文を完成させなさい。

□⑴
　　A: 　 you 　　　 the picture?

 　B: Yes, I have.  I have seen it once.

□⑵
　　A: Has your grandmother ever used the Internet?

 　B: No, she 　　　 used it.

□⑶
　　A: 　　　　　 you ridden a horse?

 　B: Twice.

□⑷
　　A: Does your uncle sometimes go to Australia?

 　B: Yes.  He has 　　　 several times.

3 次の英文の（　　）内から適する語を選び，○で囲みなさい。
□⑴　（Do，Did，Will，Have） you ever heard of him?

□⑵　“Mary has been here once.”  “Really?  When （does，did，have，has） she come?”

□⑶　I have never seen him （already，now，before，often）.
□⑷　Have you ever （been，gone，visited） Okinawa?

□⑸　He’s （play，plays，playing，played） tennis with Jane a few times.

4 次の日本文にあう英文になるように，　に適する語を書きなさい。
□⑴　彼女はあの山に１回登ったことがあります。
 She 　　　 that mountain once.

□⑵　私の父はニューヨークを３回訪れたことがあります。
 My father 　　　 New York three 　.

□⑶　彼は何回も京都へ行ったことがあります。
 He 　　　　　 Kyoto 　　　.

□⑷　彼女は１回もスペイン料理を食べたことがありません。
 She 　　　　　 Spanish food.

□⑸　私はあなたに何回同じことを言ったことか。
 How 　　　 have I 　 you the same thing?

□⑹　あなたは何回彼女から便りをもらったことがありますか。
 　　　　　　　　　 from her?
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1 次の各組の英文がほぼ同じ内容を表すように，　に適する語を書きなさい。

□⑴
　　This is Saki’s first trip to Tokyo.

 　Saki 　 never 　 to Tokyo before.

□⑵
　　Have you ever traveled 　?

 　Have you ever been 　 foreign countries?

□⑶
　　The man is quite a stranger to me.

 　I 　 never 　 the man before.

2 次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語（句）を並べかえ，全文を書きなさい。ただし，不足している
１語を補うこと。
□⑴　私は人生で１回も幽霊を見たことがありません。
 I （have / life / in / a ghost / seen / my）.
  

□⑵　あなたは今までにその科学者について何か聞いたことがありますか。
 （scientist / ever / of / you / the / anything / have）?
  

□⑶　彼はドイツに２，３回行ったことがあると言っています。
 （been / few / he / a / Germany / that / he / times / says / has）.
  

□⑷　彼は今までに彼女から話しかけられたことがありますか。
 （spoken / her / been / has / by / ever / he）?
  

□⑸　私の父は私を動物園に数回連れて行ったことがあります。
 （to / me / has / several / the / my / zoo / father / taken）.
  

□⑹　彼らは何回そこへ行ったことがありますか。
 （have / been / many / there / they / times）?
  

3 次の日本文を英文にしなさい。
□⑴　私はこんなにおもしろい本を読んだことがありません。
  

□⑵　私は以前にどこかで彼に会ったことがあります。 （注）　どこかで：somewhere

  

□⑶　彼女は何回ボランティアの仕事をしたことがありますか。
  

□⑷　彼らは今までにおすし（sushi）を食べたことはありますか。
  

□⑸　私は１回も英語でスピーチをしたことがありません。
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