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Eiken 3rd Grade
英検 3級英検 3級

Eiken 3rd Grade

Let`s practice! Read the sentences below and understand.

 　文章を読んで、文の作り方を学ぼう！過去の経験（～したことがある）ってどうやって言うのかな？

1
ぶんしょう　 よ　　　　　　ぶん　 つく　　かた　　まな　　　　　　　かこ　　　けいけん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い

 

～したことがある（経験の英語）　Experience

  now
（いま）

Disney land へ行った
(3 年前　3 years ago)

  Past
( 過去 )

(1) 過去の 1 点の経験を話す英語      Talk about past experiences.

(1) I have been to Disney land before. ( 以前、ディズニーランドへ行ったことがある）

have ＋ 動きの英語の過去分詞形
　　Past Participle

(2) I have eaten Sushi before. ( 以前、お寿司を食べたことがある）

(3) I have sung this song before. ( 以前、この歌を歌った事がある）

(4) She has watched this movie before. ( 以前、彼女はこの映画を見たことがある）

(5) He has baked cakes before. ( 以前、彼はケーキを焼いたことがある）

has ＋ 動きの英語の過去分詞形
　　Past Participle

   I
You
They
 We

She
He
 It

＋

＋

けいけん　     えいご

ねんまえ

かこ

うご　　　　えいご　 　　かこぶんしけい

うご　　　　えいご　 　　かこぶんしけい

かこ　　　　 てん　　けいけん　はな　　  えいご

いぜん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い

いぜん　　　　　すし　　　 た

いぜん　　　　　　うた　 うた　　　　こと

いぜん　　かのしょ　　　　　 えいが　　　み

いぜん　　かれ　　　　　　　　　   や

かこぶんし

 What is Past Participle?
Let`s study in the next page.

過去分詞ってなんだろう？
次のページで勉強しよう。
つぎ　　　　     べんきょう

Lesson7 現在完了形
げんざいかんりょうけい

Present Perfect Tense
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Eiken 3rd Grade

Let`s practice! Fill in the gaps. 文章を読んで、（　　　）に正しい単語を入れよう！2
ぶんしょう　 よ　　　　　　　　　　　　　　　　　ただ　　　　 たんご　　 い

 

＊～へ行った事がある。～へ行っていて、今もそこへ行っている。という意味になる経験・継続の英語の時、
　been to は～へ行くという意味になるよ！

重要！
じゅうよう

過去分詞の形を覚えよう！（出やすい単語）
かこぶんし　　　かたち　おぼ　　　　　　　　　  で　　　　　　   たんご

今　　　　　　　過去　　　　　　 過去分詞　　　　　　意味

eat ate eaten

go went gone

do did done

see saw seen

たべる

いく

する

みる

be was/were been ~ です・～になる

  いま　　　　　　　　　　　　　　かこ　　　　　　　　　　　　　かこぶんし　　　　　　　　　　　　　  いみ

い　　    　こと　　　　　　　　　　  い　　　　　　　　    いま　　　　　　　  い　　　　　　　　　　　　　　　いみ　　　　　 けいけん　　けいぞく　えいご　　とき

い　　　　　　　　いみ

(1) I have (                ) Italian food before.   (eat) 

(2) She has (                   ) this movie before.  (see)

(3) My mother and father have (                  ) to Canada before. (be)

(4) Kate has (                ) in South America once. (live)

(5) Have you ever (                ) this drama before? (watch)

(6) How many times have you (                 ) Chinese food? (eat) 

(7) What country has she (                  ) before? (visit)

Lesson7 現在完了形
げんざいかんりょうけい

Present Perfect Tense
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Eiken 3rd Grade
英検 3級英検 3級

Eiken 3rd Grade

Let`s practice! Read the sentences below and understand.

 　文章を読んで、文の作り方を学ぼう！継続（ずっと～している）ってどうやって言うのかな？

3
ぶんしょう　 よ　　　　　　ぶん　 つく　　かた　　まな　　　　　　 けいぞく 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い

 

ある一定の過去から今まで続いている継続の英語

still studying now勉強を始めた
(3 時間前 3 hours ago)

  Past
( 過去 )

(2) 過去の 1 点の経験を話す英語      Talk about past experiences.

(1) My mother has been in the kitchen since this afternoon.（母はお昼からずっとキッチンにいる）

(2) I have studied English since high school. ( 高校からずっと英語を勉強している）

(3) Emily has lived in New York since 1990. (1990 年からずっと、ニューヨークに住んでいる）

いってい　　  かこ　　　　　 いま　　　    つづ　　　　　　　       けいぞく　 　えいご

 じかんまえ

かこ

かこ　　　　 てん　　けいけん　はな　　  えいご

はは　  　　ひる

こうこう　　　  　　　　　   えいご　　べんきょう

ねん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 す

今もまだ勉強している

～したことがある・（ずっと）～している　の英語で良く使う単語

経験の文章

ever （今まで）
例）Have you ever been to America? （今までアメリカに行った事はありますか？）

times （～回）
例）I have been to America for many times. （アメリカに何回も行った事がある）

継続の文章

since （～以来・～から）
例）My brother has been in London since last year. （去年から兄はロンドンにいる） 

重要！
じゅうよう

えいご　　　　 よ　　　  つか  　　　たんご

いま　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　こと

なんかい　　　い　　　　　　こと

きょねん　　　　　 あに

けいけん　　　ぶんしょう

けいぞく　　　ぶんしょう

いま

かい

いらい

べんきょう 　　はじ

いま　　　　 　べんきょう

Lesson7 現在完了形
げんざいかんりょうけい

Present Perfect Tense
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Let`s practice! Fill in the gaps. 文章を読んで、（　　　）に正しい単語を入れよう！4
ぶんしょう　 よ　　　　　　　　　　　　　　　　　ただ　　　　 たんご　　 い

 

重要！
じゅうよう

(1) She (             ) been to Franch many times.

(2) (              ) he lived in Japan in the past? 

(3) Mary and I (              ) (                  ) Chinese food many times.

(4) My sisters (                ) (                   ) to music since 3pm.

(5) Kevin and Bob (                  ) (                ) to the movie theater since this afternoon.

(6) How many times have you and your sister (                ) to America?

(7) Kelly (               )  met that actress before. 

(8) Billy (                     ) been in England (                   ) 2015. 

(9) Have you (                    ) visited a foreign country before? （今まで）

(10) Where (                ) you been? I have been looking for you. 

おぼえよう！！

How many times have/has ~~   ?  ( 何回～したことがありますか？）

Where have/has ~ been?  （ある一点の過去から今まで）どこに行っていたのですか？）

~ have/has lived in ~ since ~ . ( ～から～に住んでいます）

Lesson7 現在完了形
げんざいかんりょうけい

Present Perfect Tense


