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Have you ever seen the Paralympic Games?

あなたはこれまでにパラリンピックを見たことがありますか。

― Yes, I have.　はい，あります。

　 No, I have not.   I have never seen them.

いいえ，ありません。私は一度も見たことがありません。

  現在完了形の疑問文は， have［ has ］を主語の前に出す。「…したことがありますか」とい

う経験用法の疑問文では「今まで，かつて」という意味の ever をよく使う。

 You have visited Sendai.   （あなたは仙
せん

台
だい

を訪れたことがあります。）

 Have you ever visited Sendai?   （あなたはこれまでに仙台を訪れたことがありますか。）

〔答え方〕　have［has］を使って答える。

     ― Yes, I have .         （はい，あります。）

     　 No, I have  not .       （いいえ，ありません。） 〔have not → haven’t〕

　　　 　 現在完了の経験用法の否定文では never がよく使われる。

    He has never visited Sendai.   （彼は一度も仙台を訪れたことがありません。）

  「…に行ったことがある」と言うときは，〈have［has］ been to ...〉 で表す。

［肯定文］ I have been  to Kyoto.   （私は京都に行ったことがあります。）

［否定文］ I have never been  to Kyoto.   （私は一度も京都に行ったことがありません。）

［疑問文］ Have you ever been  to Kyoto?   （あなたはこれまでに京都に行ったことがありますか。）

現在完了形の疑問文

1

比較

have been to ...

2
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単語の確認
□ athlete アスリート 運動選手，アスリート

□ match マッチ 試合，競技

□ ever エヴア 〔疑問文で〕今まで，かつて

□ I’ve アイヴ I haveの短縮形
□ have been to …に行ったことがある

□ on TV テレビで

□ internet インタネツト インターネット

□ been ビン beの過去分詞
□ haven’t ハヴント have notの短縮形
□ check ... out …を調査する

□ on the internet インターネットで

□ the Paralympic Games パラリンピック

（例）にならって解きましょう。☆印はレベルアップ問題。

   次の英文を「～はこれまでに…したことがありますか。」という意味の疑問文に書きかえるとき，

　　　にあてはまる語を書きなさい。

（例）　You have visited Osaka.    （あなたは大
おお

阪
さか

を訪れたことがあります。）

　　　　　　　　　　 you 　　　　　　　 　　　　　　　 Osaka?

□⑴　You have played the piano.  （あなたはピアノをひいたことがあります。）

　　　　　　　　　　 you 　　　　　　　 　　　　　　　 the piano?

□⑵　He has seen a koala.      （彼はコアラを見たことがあります。）

　　　　　　　　　　 he 　　　　　　　 　　　　　　　 a koala?

   次の疑問文に（　　）内の語を使って答える英文を書きなさい。

（例）　Have you ever climbed Mt. Fuji?    （ Yes ）

　　　―  

□⑴　Have you ever practiced rugby?    （ No ）

　　　―  

□⑵　Has she ever danced on the stage?   （ Yes ）

　　　―  

   次の日本文の意味を表す英文を完成させなさい。ただし，（　　）内の語を使うこと。

（例）　私はアメリカに行ったことがあります。    （ America ）

　　　I   .

□⑴　ボブは福
ふく

岡
おか

に行ったことがあります。     （ Fukuoka ）

　　　Bob   .

□⑵　私は一度も沖
おき

縄
なわ

に行ったことがありません。  （ never，Okinawa ）

　　　I   .

   ever を使って，次の英文を疑問文にしなさい。

（例）　You have been to Australia.   （あなたはオーストラリアに行ったことがあります。）

　　　 

□　　You have been to Nagoya.    （あなたは名
な

古
ご

屋
や

に行ったことがあります。）

　　　 

やってみよう

1A

Have ever visited

Have ever played

Has ever seen

現在完了形の疑問文は，
have［has］を主語の前
に出すよ。

1B

Yes, I have.

No, I［we］ have not［haven’t］.

Yes, she has.

2A
「…に行ったことがある」
は，〈have［has］been 
to ...〉で表すよ。

have been to America

has been to Fukuoka

have never been to Okinawa

☆2B

Have you ever been to Australia?

Have you ever been to Nagoya?
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わからないときは，「やってみよう」を見直そう。☆印はレベルアップ問題。

 単語の練習 次の英語を日本語にしなさい。

□⑴　athlete ［ ］ □⑵　internet ［ ］

□⑶　match ［ ］ □⑷　ever ［ ］

□⑸　check ... out ［ ］ □⑹　have been to ［ ］

□⑺　on the internet ［ ］ □⑻　on TV ［ ］

□⑼　the Paralympic Games ［ ］

   次の英文を「～はこれまでに…したことがありますか。」という意味の疑問文に書きかえるとき，

　　　にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　You have practiced rugby.    （あなたはラグビーを練習したことがあります。）

　　　　　　　　　　 you 　　　　　　　 　　　　　　　 rugby?

□⑵　They have skied.         （彼らはスキーをしたことがあります。）

　　　　　　　　　　 they 　　　　　　　 　　　　　　　 ?

□⑶　She has tried scuba diving.   （彼女はスキューバダイビングをやってみたことがあります。）

　　　　　　　　　　 she 　　　　　　　 　　　　　　　 scuba diving?

□⑷　Lily has heard of him.      （リリーは彼について聞いたことがあります。）

　　　　　　　　　　 Lily 　　　　　　　 　　　　　　　 of him?

   次の疑問文に（　　）内の語を使って答える英文を書きなさい。

□⑴　Have they ever played tennis?    （ No ）

　　　―  

□⑵　Has he ever watched this video?   （ Yes ）

　　　―  

   次の日本文の意味を表す英文を完成させなさい。ただし，（　　）内の語を使うこと。

□⑴　私はセブに行ったことがあります。         （ Cebu ）

　　　I   .

□⑵　メグは北
ほっ

海
かい

道
どう

に行ったことがあります。       （ Hokkaido ）

　　　Meg   .

□⑶　私の祖母は一度も東京に行ったことがありません。  （ never，Tokyo ）

　　　My grandmother   .

   ever を使って，次の英文を疑問文にしなさい。

□⑴　They have been to Nara.    （彼らは奈
な

良
ら

に行ったことがあります。）

　　　 

□⑵　Mr. Sato has been to Italy.   （佐
さ

藤
とう

さんはイタリアに行ったことがあります。）

　　　 

練習しよう 1

運動選手，アスリート インターネット
試合，競技 〔疑問文で〕今まで，かつて

…を調査する …に行ったことがある
インターネットで テレビで
パラリンピック

1A

Have ever practiced

Have ever skied

Has ever tried

Has ever heard

1B

No, they have not［haven’t］.

Yes, he has.

2A

have been to Cebu

has been to Hokkaido

has never been to Tokyo

☆ 2B

Have they ever been to Nara?

Has Mr. Sato ever been to Italy?
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わからないときは，「やってみよう」を見直そう。☆印はレベルアップ問題。

 単語の練習 次の日本語を英語にしなさい。⑽は過去分詞に，⑾・⑿は短縮形にしなさい。

□⑴　運動選手，アスリート  □⑵　インターネット  

□⑶　試合，競技  □⑷　〔疑問文で〕今まで，かつて  

□⑸　…を調査する  □⑹　…に行ったことがある  

□⑺　インターネットで  □⑻　テレビで  

□⑼　パラリンピック  □⑽　be  

□⑾　have not  □⑿　I have  

   次の英文を「～はこれまでに…したことがありますか。」という意味の疑問文に書きかえるとき，

　　　にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　You have talked with Ms. Cook.      （あなたはクック先生と話したことがあります。）

　　　　　　　　　　 you 　　　　　　　 　　　　　　　 with Ms. Cook?

□⑵　Nana and Saki have joined the party.   （奈々と咲はそのパーティーに参加したことがあります。）

　　　　　　　　　　 Nana and Saki 　　　　　　　 　　　　　　　 the party?

□⑶　Ryo has used this camera.         （良はこのカメラを使ったことがあります。）

　　　　　　　　　　 Ryo 　　　　　　　 　　　　　　　 this camera?

□⑷　Your brother has taken a video.      （あなたのお兄さんは動画を撮ったことがあります。）

　　　　　　　　　　 your brother 　　　　　　　 　　　　　　　 a video?

   次の疑問文に（　　）内の語を使って答える英文を書きなさい。

□⑴　Have they ever tried judo?   （ Yes ）

　　　―  

□⑵　Has she ever cooked curry?  （ No ）

　　　―  

   次の日本文の意味を表す英文を完成させなさい。ただし，（　　）内の語を使うこと。

□⑴　私たちは大阪に行ったことがあります。           （ Osaka ）

　　　We   .

□⑵　ジョシュは金
かな

沢
ざわ

に行ったことがあります。          （ Kanazawa ）

　　　Josh   .

□⑶　岡
おか

田
だ

さんは一度もシンガポールに行ったことがありません。　　（ never，Singapore ）

　　　Mr. Okada   .

   ever を使って，次の英文を疑問文にしなさい。

□　Ken has been to Aomori.　　（健は青
あお

森
もり

に行ったことがあります。）

　　 

練習しよう 2

athlete internet
match ever

check ... out have been to
on the internet on TV
the Paralympic Games been

haven’t I’ve

1A

Have ever talked

Have ever joined

Has ever used

Has ever taken

1B

Yes, they have.

No, she has not.

2A

have been to Osaka

has been to Kanazawa

has never been to Singapore

☆ 2B

Has Ken ever been to Aomori?
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定期テストの前に確認しよう！☆印はレベルアップ問題。

 語・語句と表現 次の日本文の意味を表す英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　私は昨日テニスの試合を見ました。

　　　I saw a tennis 　　　　　　　 yesterday.

□⑵　あなたはその活動に参加するべきです。

　　　You 　　　　　　　 join the activity.

□⑶　彼は日本で最もじょうずな野球選手の 1人です。

　　　He is one of the 　　　　　　　 baseball players in Japan.

□⑷　私は以前に彼女について聞いたことがあります。

　　　I have heard 　　　　　　　 her before.

□⑸　私たちはテレビでサッカーの試合を見ました。

　　　We watched a soccer game 　　　　　　　 TV.

□⑹　私はあなたたちのチームの大ファンです。

　　　I’m a 　　　　　　　 fan of your team.

□⑺　インターネットで彼らを調査しよう。

　　　Let’s check them 　　　　　　　 on the internet.

　　　次の英文を「～はこれまでに…したことがありますか。」という意味の疑問文に書きかえるとき，

　　　にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　You have visited Ueno Zoo.  （あなたは上
うえ

野
の

動物園を訪れたことがあります。）

　　　　　　　　　　 you 　　　　　　　 　　　　　　　 Ueno Zoo?

□⑵　Aya has cooked curry.     （彩はカレーを料理したことがあります。）

　　　　　　　　　　 Aya 　　　　　　　 　　　　　　　 curry?

□⑶　Ms. Cook has seen kabuki.   （クック先生は歌
か

舞
ぶ

伎
き

を見たことがあります。）

　　　　　　　　　　 Ms. Cook 　　　　　　　 　　　　　　　 kabuki?

　　　次の疑問文に（　　）内の語を使って答える英文を書きなさい。

□⑴　Have you ever talked with Ryo?       （ Yes ）

　　　―  

□⑵　Has Mr. Green ever used this computer?  （ No ）

　　　―  

　　　次の日本文の意味を表す英文を完成させなさい。ただし，（　　）内の語を使うこと。

□⑴　彼らは秋
あき

田
た

に行ったことがあります。          （ Akita ）

　　　They   .

□⑵　奈々はシドニーに行ったことがあります。        （ Sydney ）

　　　Nana   .

□⑶　ブラウンさんは一度も博
はか

多
た

に行ったことがありません。  （ never，Hakata ）

　　　Ms. Brown   .

仕上げの問題

match

should

best

of

on

big

out

1A

Have ever visited

Has ever cooked

Has ever seen

1B

Yes, I［we］ have.

No, he has not.

2A

have been to Akita

has been to Sydney

has never been to Hakata
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　　　ever を使って，次の英文を疑問文にしなさい。

□⑴　You have been to Nagasaki.     （あなたは長
なが

崎
さき

に行ったことがあります。）

　　　 

□⑵　Your father has been to Kenya.   （あなたのお父さんはケニアに行ったことがあります。）

　　　 

　　次の会話文を読んで，あとの問いに答えなさい。

□⑴　（　　）にあてはまる語を ever，never から選んで書きなさい。 　　　　　　　

□⑵　ジョシュはテレビで何を見たことがありますか。日本語で答えなさい。

　　　［ ］

☆2B

Have you ever been to Nagasaki?

Has your father ever been to Kenya?

3
教科書P.10　1～5行目

Asami :  Have you （　　　） seen the Paralympic Games?

Josh :   Yes, I have.

Asami :  Have you been to a Paralympic event?

Josh :   No, I haven’t, but I’ve watched lots of wheelchair tennis matches on TV.

ever

多くの車いすテニスの試合

 

メモ






