
中２英語（現在完了の復習３）No.1

【問題】次の現在完了の文を日本語に直しなさい。また、そ

の意味が完了、継続、経験、結果のどれに当たるかをい

いなさい。

1 I have worked hard today and I feel tired.)

2 I have lost my watch. I must buy a new one.)

3 My father has been a policeman for twenty years.)

4 I have played in the school brass band for two years.)

5 Miss Green isn't here. She has gone to Boston.)

6 I've always wanted a large doll like this.)

7 I've been to the airport to meet my uncle.)

8 Her family has been in Paris since 1981.)

9 He has been in Japan for a few weeks.)

10 We have had no rain for the last ten days.)

11 My father has been dead these ten years.)

12 Oh dear, I've forgotten her name.)

13 I haven't told them about the accident yet.)

14 My father has never been abroad in his life.)

15 I have not been able to do any work.)

中２英語（現在完了の復習３）No.1

)私は今日、一生懸命働きました、そして疲れを感じます。1

（結果）

)私は私の時計を失ってしまった。（失っています） 私は新2

しい時計を買わなければなりません。（結果）

)私の父は 年間ずっと警察官をしています。（継続）3 20

)私は 年間ずっと学校のブラスバンドで演奏しています。4 2

（継続）

)グリーンさんはここにいません。 彼女はボストンに行っ5

ています。（結果）

)私はいつもずっとこんな大きい人形を欲しいと思っていま6

す。（継続）

)私は私の叔父を迎えに空港へ行ってきたところです。（完7

了）

)彼女の家族は 年からずっとパリにいます。（継続）8 1981

)彼は 、 週間ずっと日本にいます。（継続）9 2 3

)過去 日間、ずっと雨が降っていません。（継続）10 10

)私の父が死んで 年になります。〔私の父はこの 年11 10 10

間ずっと死んでいます。〕（継続）

)まあ何てことかしら、私は彼女の名前を忘れてしまった12

わ。（完了または結果）

)私はまだその事故について彼らに話していない。（完了）13

)私の父は彼の生涯において、一度も外国に行ったことが14

ない。（経験）

)私はずっと全く仕事ができない。（継続）15
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16 Have you ever written a letter in English?)

17 Have you ever read any Sherlock Holmes stories?)

18 Has she finished reading the book yet?)

19 How long has she been in the hospital?)

20 "Where have you been?" "I've been in the garden.")

21 Has your brother come back from Europe?)

22 How many times have you been to Hawaii?)

23 How many pages of that book have you read?)

24 How many presidents have lived in the White House?)

25 How long have you been in Los Angeles?)
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)あなたは今までに英語で手紙を書いたことがあります16

か。（経験）

)あなたは今までにシャーロック・ホームズの話を読んだこ17

とがありますか。（経験）

)彼女はもうその本を読み終えてしまいましたか。（完了）18

)彼女はどれくらいの間ずっと入院していますか。（継続）19

)「どこにいたのですか。」 「私は庭にいました。」（継続）20

)あなたの兄はヨーロッパから帰っていますか。（結果）21

)あなたは何回ハワイに行ったことがありますか。（経験）22

)あなたはその本を何ページ読んでしまいましたか。（完23

了）

)ホワイトハウスには何人の大統領が住んできましたか。24

（継続）

)あなたはロサンゼルスにどれくらいの間いますか。（継25

続）




