
中２英語（現在完了の復習２）No.1

【問題】次の各文を現在完了の文に書き換えなさい。( )

内に語句がある物は、それを加えなさい。また、全文を

訳し、使われている現在完了が完了・継続・経験・結果

のどれにあたるかも言いなさい。

) ( )1 We live in Japan. for three years

) ( )2 I wash the dish. already

) ( )3 My brother went to Malaysia. three times

) ( )4 My sister wants to learn Chinese. for a long time

) ( )5 It is very fine. since last Sunday

) ( )6 My daughter became one year old. just

) ( )7 There is a lot of rain. recently

8 My father came back from New York.)

) ( )9 We know each other. for twenty years

) ( )10 Ben and Kate are pen pals. for two years

) ( )11 We have no rain. since last month

) ( )12 He didn't finish his report. yet
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【解答】

) 私達は３年間ずっ1 We have lived in Japan for three years.

と日本に住んでいる （継続）。

) 私はすでに皿を洗ってし2 I have already washed the dish.

まった （完了）。

) 私の兄は３3 My brother has been to Malaysia three times.

回マレーシアに行ったことがある （経験）。

) 私の4 My sister has wanted to learn Chinese for a long time.

姉は長い間ずっと中国語を学びたいと思っている （継。

続）

) 先週の日曜日以来5 It has been very fine since last Sunday.

ずっととても晴れている （継続）。

) 私の娘は丁度6 My daughter has just become one year old.

１歳になったところです （完了）。

) 最近、ずっと雨が多7 There has been a lot of rain recently.

い （継続）。

) 私の父はニュ8 My father has come back from New York.

ーヨークから帰っている （結果）。

) 私達は 年9 We have known each other for twenty years. 20

間ずっと互いを知っている （私達は知り合って 年にな。 20

る （継続）。）

) ベンとケ10 Ben and Kate have been pen pals for two years.

イトは２年間ずっとペンパルです （ベンとケイトはペ。

ンパルになって２年になる （継続）。）

) 先月以来、ずっ11 We have had no rain since last month.

と雨が降っていない （継続）。

) 彼はまだ、自分のレポ12 He hasn't finished his report yet.

ートを終えてしまっていない （完了）。
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) ( )13 I didn't see a koala. never

) ( )14 Did you visit Australia? ever

) ( )15 Did he finish writing that letter? yet

) ( )16 Is she ill? for a few days

) ( )17 Are your parents well? these days

) ( )18 How are you? these days

) ( )19 Where were you? all this while

20 How often did he visit Europe?)
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) 私は今まで一度もコアラを13 I have never seen a koala.

見たことがない （経験）。

) あなたは今までにオー14 Have you ever visited Australia?

ストラリアを訪問したことがありますか （経験）。

) 彼はもうあの手15 Has he finished writing that letter yet?

紙を書き終えてしまいましたか （完了）。

) 彼女は２，３日ずっと16 Has she been ill for a few days?

病気ですか （継続）。

) あなたの両親は17 Have your parents been well these days?

最近ずっと元気ですか （継続）。

) 最近、いかがですか。18 How have you been these days?

（継続）

) ここのところずっ19 Where have you been all this while?

とどこにいらっしゃったんですか （継続）。

) 彼は何回ヨーロッパ20 How often has he visited Europe?

に訪れたことがありますか （経験）。


