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中学英文法

Lesson16 現在完了形

(4)現在完了形「継続」の疑問文
 基本の解説と問題

講師：黒坂つとむ
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のマークのところはポイントだよ。必ずノート
 に書き写そう
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今日のポイントと例文

Have you known him for a long time ?
（彼とは昔からの知り合いですか？）

Point
• 現在完了形の疑問文は 「Have you 過去分詞」

 の形になる。
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現在完了の疑問文

I have known him for a long time.
彼は昔からの知り合いです。

Do you have known him for a long time ?
Have you known him for a long time ?
彼とは昔からの知り合いですか？

He has known me for a long time.
彼は私と昔からの知り合いです。

Has he known you for a long time ?
彼は昔からあなたと知り合いですか？
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Have you ～ への答え方

Have you known him for a long time ?
彼とは昔からの知り合いですか？

Yes, 

Has he known you for a long time ?
彼は昔からあなたと知り合いですか？

No,I have. I haven’t. have not の短縮形

Yes, No,he has. he hasn’t. has not の短縮形
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基本問題

１．「あなたはフランスに住んで何年にもなるんですか？」
「いいえ、そうではありません。」

in France for many years ? ”

2．「彼は昨日からずっと病気なんですか？」「はい、そうです。」

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。

(do, you, have, lived)
“

No, I haven’t.”“

sick since yesterday ? ”
(he, been, has, does)

“

Yes,                     .”“ (is, he, has)
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基本問題
 

解答

１．「あなたはフランスに住んで何年にもなるんですか？」
「いいえ、そうではありません。」

in France for many years ? ”

2．「彼は昨日からずっと病気なんですか？」「はい、そうです。」

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。

(do, you, have, lived)
“

No, I haven’t.”“

sick since yesterday ? ”
(he, been, has, does)

“

Yes,                     .”“ (is, he, has)

Have you lived

Has he been

he has
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では、このまま応用
 問題にチャレンジし
 てみよう！！
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応用問題

英文を完成させよう

2. 「あなたたちがいっしょに住んで何年にもなるんですか？」

「いいえ、そうではありません。」

.”

many years ?

“ last night ?”

現在進行形

together

“ ,

“

“ , .”

１. 「昨夜からずっと雪が降っているんですか？」
「はい、そうなんです。」

 
(雪が降る：

 
snow）
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よくできました。
この調子で英文法を
マスターしよう！
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確認・応用問題・Practiceの解答（PDF＆解説動画）は、

http://e-clus.com/ で購入できます。

学習動画イークルース 検索
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