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WORK SHEET 

『現在完了②(経験)』―№1 

中３ 

Name  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 次の英文を(  )内の指示に従って書きかえなさい。 

1) I visited Australia.  (「３回訪れたことがある」という文に) 

 

2) Did you play the piano?  (「今までにひいたことがあるか」という文に) 

 

3) Lisa has visited Kyoto four times.  (下線部をたずねる疑問文に) 

 

２ 次の英文を，(  )内の語(句)を使って現在完了の文に書きかえるとき，  に適する語を書きなさい。 

1) I stayed at the hotel.  (many times) 

I                           at the hotel many times. 

2) We climbed Mt. Fuji.  (once) 

We                           Mt. Fuji              . 

3) Did you talk with the new student? ― Yes, I did.  (ever) 

             you                           with the new student? 

― Yes, I              . 

4) I didn’t travel abroad.  (never)             ※abroad…外国へ(に，を) 

I                                        abroad. 

３ 次の(  )内の語(句)を並べかえて，日本文の意味を表す英文を作りなさい。ただし，下線部の動詞は

適する形にかえなさい。 

1) 私は何度もテニスをしたことがあります。 

I ( play / times / have / tennis / many ). 

 

2) 彼のお父さんは今までにジェットコースターに乗ったことがありますか。 

( ride / his father / ever / a roller coaster / has )? 

 

3) 私たちは一度も中国語を勉強したことがありません。 

( study / have / Chinese / never / we ). 

 

☆現在完了(経験)「～したことがある」  have(has)＋過去分詞(―ed) 

〈例〉I have visited Kyoto once. (私は一度京都を訪れたことがあります。) 

   He has never played the piano. (彼は一度もピアノを弾いたことがありません。) 

   Have you ever read this book? (あなたは今までにこの本を読んだことがありますか。) 

    ―Yes, I have. (はい，あります。) /  No, I haven’t. (いいえ，ありません。) 

   We have been to Canada before. (私たちは以前にカナダに行ったことがあります。) 

   How many times have you played tennis?  

(あなたは何回テニスをしたことがありますか。) 

    once (一度) twice (２回) ～times (～回) before (以前に) many times (何度も) 

    ever (今までに) never (一度も～ない)  How many times～? (何回～) 

       重要 have been to～ (～に行ったことがある) 
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『現在完了②(経験)』―№1 

中３ 

Name 解 答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 次の英文を(  )内の指示に従って書きかえなさい。 

1) I visited Australia.  (「３回訪れたことがある」という文に) 

 

2) Did you play the piano?  (「今までにひいたことがあるか」という文に) 

 

3) Lisa has visited Kyoto four times.  (下線部をたずねる疑問文に) 

 

２ 次の英文を，(  )内の語(句)を使って現在完了の文に書きかえるとき，  に適する語を書きなさい。 

1) I stayed at the hotel.  (many times) 

I                           at the hotel many times. 

2) We climbed Mt. Fuji.  (once) 

We                           Mt. Fuji              . 

3) Did you talk with the new student? ― Yes, I did.  (ever) 

             you                           with the new student? 

― Yes, I              . 

4) I didn’t travel abroad.  (never)             ※abroad…外国へ(に，を) 

I                                        abroad. 

３ 次の(  )内の語(句)を並べかえて，日本文の意味を表す英文を作りなさい。ただし，下線部の動詞は

適する形にかえなさい。 

1) 私は何度もテニスをしたことがあります。 

I ( play / times / have / tennis / many ). 

 

2) 彼のお父さんは今までにジェットコースターに乗ったことがありますか。 

( ride / his father / ever / a roller coaster / has )? 

 

3) 私たちは一度も中国語を勉強したことがありません。 

( study / have / Chinese / never / we ). 

 

☆現在完了(経験)「～したことがある」  have(has)＋過去分詞(―ed) 

〈例〉I have visited Kyoto once. (私は一度京都を訪れたことがあります。) 

   He has never played the piano. (彼は一度もピアノを弾いたことがありません。) 

   Have you ever read this book? (あなたは今までにこの本を読んだことがありますか。) 

    ―Yes, I have. (はい，あります。) /  No, I haven’t. (いいえ，ありません。) 

   We have been to Canada before. (私たちは以前にカナダに行ったことがあります。) 

   How many times have you played tennis?  

(あなたは何回テニスをしたことがありますか。) 

    once (一度) twice (２回) ～times (～回) before (以前に) many times (何度も) 

    ever (今までに) never (一度も～ない)  How many times～? (何回～) 

       重要 have been to～ (～に行ったことがある) 

How many times has Lisa visited Kyoto? 

Have you ever played the piano? 

I have visited Australia three times. 

have stayed 

have climbed once 

Have ever talked 

have 

have never traveled 

I have played tennis many times. 

Has his father ever ridden a roller coaster? 

We have never studied Chinese. 



 

 

 

啓心塾 

WORK SHEET 

『現在完了②(経験)』―№2 

中３ 

Name  

１ 次の英文を日本文に直しなさい。 

1) We have been to Canada three times. 

 

2) My mother has never played tennis. 

 

3) Have you ever seen my father? 

 

4) How many times have you seen this movie? 

 

２ 適する語を選びなさい。 

1) Kenji has ( ever / never ) heard this song. He wants to listen to it. 

2) Has your father ever ( visited / been ) to New York? 

3) How ( many / often / much ) have you visited this museum? 

３ 次の各文を(  )内の語(句)を使って現在完了の文に書きかえなさい。 

1) We met the old man.  (before) 

 

2) I saw your brother.  (many times) 

 

3) He didn’t go to Okinawa.  (never) 

 

4) Did you enjoy fishing?  (ever) 

 

４ 次の日本文の意味にあうように，  に適語を入れなさい。 

1) 私は一度も外国へ行ったことがありません。 

I                                        to a foreign country. 

2) あなたは大英博物館のことを聞いたことがありますか。 

             you                           of the British Museum? 

3) メアリーは何回その場所を訪れたことがありますか。 ― 彼女は２回訪れたことがあります。 

                          times              Mary              the place? 

― She                           it              . 

4) あなたは何回この映画を見たことがありますか。 ― ５回です。 

                                                    you              this movie? 

― Five              . 

５ 次の日本文を英文に直しなさい。 

1) 彼女は４回北海道を訪れたことがあります。 

 

2) あなたは今までに英語を勉強したことがありますか。 

 

3) 彼は何回中国に行ったことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

    

   

     

 

 

 

 



 

 

 

啓心塾 
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『現在完了②(経験)』―№2 

中３ 

Name 解 答 

１ 次の英文を日本文に直しなさい。 

1) We have been to Canada three times. 

 

2) My mother has never played tennis. 

 

3) Have you ever seen my father? 

 

4) How many times have you seen this movie? 

 

２ 適する語を選びなさい。 

1) Kenji has ( ever / never ) heard this song. He wants to listen to it. 

2) Has your father ever ( visited / been ) to New York? 

3) How ( many / often / much ) have you visited this museum? 

３ 次の各文を(  )内の語(句)を使って現在完了の文に書きかえなさい。 

1) We met the old man.  (before) 

 

2) I saw your brother.  (many times) 

 

3) He didn’t go to Okinawa.  (never) 

 

4) Did you enjoy fishing?  (ever) 

 

４ 次の日本文の意味にあうように，  に適語を入れなさい。 

1) 私は一度も外国へ行ったことがありません。 

I                                        to a foreign country. 

2) あなたは大英博物館のことを聞いたことがありますか。 

             you                           of the British Museum? 

3) メアリーは何回その場所を訪れたことがありますか。 ― 彼女は２回訪れたことがあります。 

                          times              Mary              the place? 

― She                           it              . 

4) あなたは何回この映画を見たことがありますか。 ― ５回です。 

                                                    you              this movie? 

― Five              . 

５ 次の日本文を英文に直しなさい。 

1) 彼女は４回北海道を訪れたことがあります。 

 

2) あなたは今までに英語を勉強したことがありますか。 

 

3) 彼は何回中国に行ったことがありますか。 

 

 

私たちは３回カナダに行ったことがあります。 

私の母は一度もテニスをしたことがありません。 

あなたは今までに私の父に会ったことはありますか。 

あなたは何回この映画を見たことがありますか。 

never 

been 

often 

We have met the old man before. 

I have seen your brother many times. 

He has never been to Okinawa. 

Have you ever enjoyed fishing? 

have never been 

Have ever heard 

How many has visited 

has visited twice 

How many times have seen 

times 

She has visited Hokkaido four times. 

Have you ever studied English? 

How many times has he been to China? 
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『現在完了②(経験)』―№3 

中３ 

Name  

１ 次の日本文の意味にあうように，(  )内の語を並べかえなさい。 

1) 私はこんなに美しい鳥を見たことがありません。 

( beautiful / bird / a / seen / I / never / such / have ). 

 

2) あなたがたは何回ヨーロッパに行ったことがありますか。 

( Europe / to / have / how / been / many / you / times )? 

 

3) 彼はコンピュータについての本を読んだことがありますか。 

( ever / he / computers / read / has / book / about / a )? 

 

4) 父は以前その湖を訪れたことがあります。 

( the / father / lake / visited / before / has / my ). 

 

２ 次の日本文の意味にあうように，  に適語を入れなさい。 

1) 彼は何度も沖縄を訪れたことがあります。 

He                          Okinawa                           . 

2) あなたは今までに東京を訪れたことがありますか。 ― はい，あります。 

             you                           Tokyo? 

― Yes, I              . 

3) 私は一度も京都に行ったことがありません。 

I                                                     Kyoto. 

4) 私は以前にその話を聞いたことがあります。 

I                           the story              . 

5) 彼女は今までに彼とテニスをしたことがありますか。 ― いいえ，ありません。 

             she                           tennis              him? 

― No, she              . 

6) 彼は４回野球をしたことがあります。 

He                          baseball                           . 

7) 私の弟は一度ロンドンに滞在したことがあります。 

My brother                           in London              . 

8) 私は２回その町に行ったことがあります。 

I                                        the town             . 

9) 彼女は一度もピアノを弾いたことがありません。 

She                                       the piano. 

10) 彼は以前その本を読んだことがあります。 

He                          the book             . 

11) あなたは何回京都に行ったことがありますか。 ― １回行ったことがあります。 

                                                    you              to Kyoto? 

― I                           there             . 

12) 私の姉は以前フランス語を勉強したことがあります。 

My sister                          French              . 

 

 

 

 

    

   

 

    

   

    

 

    

   

    

   

   

     

   

   



 

 

 

啓心塾 

WORK SHEET 

『現在完了②(経験)』―№3 

中３ 

Name 解 答 

１ 次の日本文の意味にあうように，(  )内の語を並べかえなさい。 

1) 私はこんなに美しい鳥を見たことがありません。 

( beautiful / bird / a / seen / I / never / such / have ). 

 

2) あなたがたは何回ヨーロッパに行ったことがありますか。 

( Europe / to / have / how / been / many / you / times )? 

 

3) 彼はコンピュータについての本を読んだことがありますか。 

( ever / he / computers / read / has / book / about / a )? 

 

4) 父は以前その湖を訪れたことがあります。 

( the / father / lake / visited / before / has / my ). 

 

２ 次の日本文の意味にあうように，  に適語を入れなさい。 

1) 彼は何度も沖縄を訪れたことがあります。 

He                          Okinawa                           . 

2) あなたは今までに東京を訪れたことがありますか。 ― はい，あります。 

             you                           Tokyo? 

― Yes, I              . 

3) 私は一度も京都に行ったことがありません。 

I                                                     Kyoto. 

4) 私は以前にその話を聞いたことがあります。 

I                           the story              . 

5) 彼女は今までに彼とテニスをしたことがありますか。 ― いいえ，ありません。 

             she                           tennis              him? 

― No, she              . 

6) 彼は４回野球をしたことがあります。 

He                          baseball                           . 

7) 私の弟は一度ロンドンに滞在したことがあります。 

My brother                           in London              . 

8) 私は２回その町に行ったことがあります。 

I                                        the town             . 

9) 彼女は一度もピアノを弾いたことがありません。 

She                                       the piano. 

10) 彼は以前その本を読んだことがあります。 

He                          the book             . 

11) あなたは何回京都に行ったことがありますか。 ― １回行ったことがあります。 

                                                    you              to Kyoto? 

― I                           there             . 

12) 私の姉は以前フランス語を勉強したことがあります。 

My sister                          French              . 

I have never seen such a beautiful bird. 

How many times have you been to Europe? 

Has he ever read a book about computers? 

My father has visited the lake before. 

has visited many times 

Have ever visited 

have 

have never been to 

have heard before 

Has ever played with 

hasn’t 

has played four times 

has stayed once 

have been to twice 

has never played 

has read before 

How many times have been 

have been once 

has studied before 


