
  5章 現在完了[2] (経験用法) 
 

 
 
never   [ﾈﾈﾈﾈﾊﾞｰ] 決して～ない、今までに 1度も～ない

                                                                 
ever   [ｴｴｴｴﾊﾞｰ] 今までに  ※肯定文では用いない

                                                       
once   [ﾜﾜﾜﾜﾝｽ] 1度、1回 
                                                                 
twice   [ﾄｩﾜﾜﾜﾜｲｽ] 2度、2回  ※＝two times
                                                                 
three times   [ｽﾘﾘﾘﾘｰ ﾀﾀﾀﾀｲﾑｽﾞ] 3度、3回 
                                                                 
many times   [ﾒﾒﾒﾒﾆｲ ﾀﾀﾀﾀｲﾑｽﾞ] 何度も 
                                                                 
before   [ﾋﾞﾌｫﾌｫﾌｫﾌｫｱ] 以前(に)、前に  ※副詞ではこの意味。前置詞、接続詞では「～

                                                                 
around here   [ｱﾗﾗﾗﾗｳﾝﾄﾞｩ ﾋﾋﾋﾋｱ] この辺りで 
                                                                 
together   [ﾄｩｷﾞｬｷﾞｬｷﾞｬｷﾞｬｻﾞｰ] 一緒に 
                                                                 
climb   [ｸﾗﾗﾗﾗｲﾑ] ～を登る 
                                                                 
seen   [ｽｨｽｨｽｨｽｨｰﾝ] see (見る,会う)の過去分詞形  

                                                                 
                                                                 
met   [ﾒﾒﾒﾒｯﾄｩ] meet (会う)の過去分詞形  ※

                                                                 
                                                                 
eaten   [ｲｲｲｲｰﾄｩﾝ] eat (食べる)の過去分詞形  

                                                                 
                                                                 
sung   [ｻｻｻｻﾝｸﾞ] sing (歌う)の過去分詞形  ※

                                                                 
                                                                 

 
 

 
度も～ない 

                                                                                      
※肯定文では用いない haven’t ever = have never 

                                                                                      

                                                                                      
two times 

                                                                                      

                                                                                      

                                                               
※副詞ではこの意味。前置詞、接続詞では「～(する)前に」 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                
  ※see[ｽｨｽｨｽｨｽｨｰ] → saw[ｿｿｿｿｰ] → seen[ｽｨｽｨｽｨｽｨｰﾝ] 

                                                                                      
                                                                                      

※meet[ﾐﾐﾐﾐｰﾄｩ] → met[ﾒﾒﾒﾒｯﾄｩ] → met[ﾒﾒﾒﾒｯﾄｩ] 
                                                                                      
                                                                                      

  ※eat[ｲｲｲｲｰﾄｩ] → ate[ｴｴｴｴｲﾄｩ] → eaten[ｲｲｲｲｰﾄｩﾝ] 
                                                                                      

                                                                         
※sing[ｽｨｽｨｽｨｽｨﾝｸﾞ]→ sang[ｾｾｾｾﾝｸﾞ]→ sung[ｻｻｻｻﾝｸﾞ]  

                                                                                      
                                                                                      



5章 現在完了[2] (経験用法)    
drunk   [ﾄﾞｩﾗﾗﾗﾗﾝｸ] drink (飲む)の過去分詞形 ※drink[ﾄﾞｩﾘﾘﾘﾘﾝｸ] → drank[ﾄﾞｩﾚﾚﾚﾚﾝｸ] → drunk[ﾄﾞｩﾗﾗﾗﾗﾝｸ] 
                                                                                      
                                                                                      
driven   [ﾄﾞｩﾘﾘﾘﾘｳﾞﾝ]  drive (運転する)の過去分詞形 ※drive[ﾄﾞｩﾗﾗﾗﾗｲｳﾞ]→drove[ﾄﾞｩﾛﾛﾛﾛｳｳﾞ]→driven[ﾄﾞｩﾘﾘﾘﾘｳﾞﾝ] 
                                                                                      
                                                                                      
swum   [ｽﾜﾜﾜﾜﾑ] swim (泳ぐ)の過去分詞形  ※swim[ｽｳｨﾑ] → swam[ｽｳｪｳｪｳｪｳｪｰーーーﾑ] → swum[ｽﾜﾜﾜﾜﾑ] 
                                                                                      
                                                                                      
written   [ﾘﾘﾘﾘﾄｩﾝ] write (書く)の過去分詞形 ※write[ﾗﾗﾗﾗｲﾄｩ] → wrote[ﾛﾛﾛﾛｳﾄｩ] → written[ﾘﾘﾘﾘﾄｩﾝ] 
                                                                                      
                                                                                      
ridden   [ﾘﾘﾘﾘﾄﾞｩﾝ] ride (乗る)の過去分詞形  ※ride[ﾗﾗﾗﾗｲﾄﾞｩ] → rode[ﾛﾛﾛﾛｳﾄﾞｩ] → ridden[ﾘﾘﾘﾘﾄﾞｩﾝ] 
                                                                                      
                                                                                      
taken   [ﾃﾃﾃﾃｲｸﾝ]  take (とる)の過去分詞形  ※take[ﾃﾃﾃﾃｲｸ] → took[ﾄｩﾄｩﾄｩﾄｩｯｸ] → taken[ﾃﾃﾃﾃｲｸﾝ] 
                                                                                      
                                                                                      
heard   [ﾊﾊﾊﾊｰﾄﾞｩ] hear (聞く)の過去分詞形  ※hear[ﾋﾋﾋﾋｱ] →heard[ﾊﾊﾊﾊｰﾄﾞｩ]→ heard[ﾊﾊﾊﾊｰﾄﾞｩ] 
                                                                                      
                                                                                      
cell phone   [ｾｾｾｾﾙ ﾌｫﾌｫﾌｫﾌｫｳﾝ] 携帯電話 
                                                                                      
foreign   [ﾌｫﾌｫﾌｫﾌｫｰﾘﾝ] 外国の 
                                                                                      
country   [ｶｶｶｶﾝﾄｩﾘｨ] 国 
                                                                                      
how often   [ﾊｳ ｵｵｵｵｰﾌﾝ] 何回、何度 
                                                                                      
bake   [ﾍﾞﾍﾞﾍﾞﾍﾞｲｸ] ～を（オーブンなどで）焼く 
                                                                                      
wine   [ﾜﾜﾜﾜｲﾝ] ワイン 
                                                                                      
have been to   [ﾊﾊﾊﾊｳﾞ ﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾋﾞｰﾝ ﾄｩｰ] ～に行ったことがある、～に行ってきたところだ 
                                                                                      
 



  5章 現在完了[2] (経験用法) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) We have played with them once.  私達は一度彼らと一緒に遊んだことがあります。 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(2) I have visited Kyoto three times.  私は京都を 3回訪れたことがあります。 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

■現在完了の経験用法（～したことがある） 
 経験用法はeverエヴァー

（今までに）、neverネ ヴ ァ ー

（一度も～ない）、beforeビ フ ォ ア

（以前に、今までに）、

onceワ ン ス

（１度）、twiceトゥワイス / twoトゥー timesタ イ ム ズ

（2度）、threeス リ ー  timesタ イ ム ズ

（3度）などの副詞を伴うこと

が多い。ever、neverは have(has)の直後に置く。それ以外は文末に置くのが普通。ま

た ever（今までに）は肯定文には使えず、代わりに before が使われる。（before は肯

定文、疑問文、否定文に使うことができる） 
(例 1) I have taken a plane twice. 私は飛行機に 2回乗ったことがあります。 
(例 2) I have met her before. 私は以前に彼女と会ったことがあります。 
     ×I have ever met her. 
(例 3) Have you ever met her?  今までに彼女と会ったことはありますか？ 
   Yes, I have.  はい、あります。 /  No, I haven’t.  いいえ、ありません。 

(例 4) Mike has never met her. マイクは一度も彼女に会ったことがありません。 
     = Mike hasn’t ever met her. ※has neverとする方が普通 
(例 5) Has Jack ever taken a planeプ レ イ ン?  ジャックは今までに飛行機に乗ったことがありますか？

Yes, he has. はい、あります。 /  No, he hasn’t.  いいえ、ありません。 
(例 6) She has never taken a plane. 彼女は一度も飛行機に乗ったことがありません。  
◇How often ～で「何回～ですか？」と回数をたずねる表現になる。 
(例 7) How often have you taken a plane? 
     あなたは何回飛行機に乗ったことがありますか？ 
◇ have been to ～で「～に行ったことがある」となるので注意しよう 
(例 8) Lucy has been to Tokyo. ルーシーは東京に行ったことがあります。 
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(3) I have seen the movie before.  私は以前にその映画を見たことがあります。 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(4) I’ve met the man twice.  私はその男の人に 2回会ったことがあります。 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(5) Bill has never eaten sushi.  ビルは１度も寿司を食べたことがありません。 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(6) Have you ever visited Hokkaido?  あなたは北海道を訪ねたことはありますか？ 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(7) She has never swum in the sea.  彼女は一度も海で泳いだことがありません。 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(8) Have they ever baked a cake?  彼らは今までにケーキを焼いたことがありますか？ 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(9) She has ridden a horse once.  彼女は一度馬に乗ったことがあります。 
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(10) He has never had a cell phone.  彼は 1度も携帯電話を持ったことがありません。 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(11) Have I seen you before?  私は以前あなたにお会いしたことがありますか？ 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(12) I’ve never heard that she gets angry.  私は彼女が怒るなんて聞いたことがありません。 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(13) Have you ever been to a foreign country?  あなたは今までに外国に行ったことがありますか？ 

 Yes, I have.  /  No, I haven’t.             はい、あります。 /  いいえ、ありません。 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(14) I have never driven a car.  私は車を一度も運転したことがありません。 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(15) How often have you been to Hokkaido?  あなたは何回北海道に行ったことがありますか？ 

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(16) Has he ever climbed Mt. Fuji?    彼は今までに富士山に登ったことはありますか？ 

Yes, he has.  /  No, he hasn’t.    はい、あります。 /  いいえ、ありません。 
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(17) He has drunk wine many times.  彼は何度もワインを飲んだことがあります。 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(18) We have taken a plane twice.  私達は 2回飛行機に乗ったことがあります。 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(19) She has never written a letter in English.  彼女は今までに英語で手紙を書いたことがありません。 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(20) I haven’t seen him around here before.  私は彼をこのあたりで見かけたことは今までにありません。 

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(21) Have you ever been to Australia? あなたは今までにオーストラリアに行ったことがありますか？ 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(22) Has Mike ever sung Japanese songs?  マイクは今までに日本の歌を歌ったことがありますか？ 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
(23) Have Ken and Jim ever played          ケンとジムは今までに一緒にテニスを 

tennis together? /  No, they haven’t.    したことがありますか？ / いいえ、ありません。 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      



  5章 現在完了[2] (経験用法) 
 

 
 
日本文に合うように英単語を並べ替えなさい。 
(1) 私達は一度だけ彼らと一緒に遊んだことがあります。with we once have played them  

                                                                                      
(2) 私は京都に 3回訪れたことがあります。visited times have Kyoto I three  

                                                                                      
(3) 私は以前にその映画を見たことがあります。movie I before seen have the  

                                                                                      
(4) 私はその男の人に 2回会ったことがあります。met the I’ve twice man 

                                                                                      
(5) ビルは１度も寿司を食べたことがありません。eaten Bill sushi has never  

                                                                                      
(6) あなたは北海道を訪ねたことはありますか？visited have Hokkaido you ever  

                                                                                      
(7) 彼女は一度も海で泳いだことがありません。never has the swum sea in she 

                                                                                      
(8) 彼らは今までにケーキを焼いたことがありますか？ ever have they baked cake a  

                                                                                      
(9) 彼女は一度馬に乗ったことがあります。horse she once has ridden a  

                                                                                      
(10) 彼は 1度も携帯電話を持ったことがありません。phone a he never has had cell  

                                                                                      
(11) 私は以前あなたにお会いしたことがありますか？you I have seen before 

                                                                                      
(12) 私は彼女が怒るなんて聞いたことがありません。that I’ve heard never angry gets she  
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(13) あなたは今までに外国に行ったことがありますか？ /  はい、あります。 

ever foreign you a been have country to  /  yes have I  

                                                                                      

                                                                                      
(14) 私は車を一度も運転したことがありません。never have car driven I a  

                                                                                      
(15) あなたは何回北海道に行ったことがありますか？ have often Hokkaido you how been to  

                                                                                      
(16) 彼は今までに富士山に登ったことはありますか？ /  いいえ、ありません。 

ever Mt. Fuji has he climbed  /  hasn’t he no 

                                                                                      

                                                                                      
日本文に合うように（      ）に適切な単語を入れなさい。 
(17) 彼は何度もワインを飲んだことがあります。 

He (              ) drunk wine (               ) (                 ).  
(18) 私達は 2回飛行機に乗ったことがあります。 

We (               ) (                ) a plane (                ). 
(19) 彼女は今までに英語で手紙を書いたことがありません。 
    She (             ) (                ) (                 ) a letter (       ) English. 
(20) 私は彼をこのあたりで見かけたことは今までにありません。 

I (                ) (                 ) him around here (                 ).  
(21) あなたは今までにオーストラリアに行ったことがありますか？ 

(               ) you (               ) (                ) (              ) Australia?  
(22) マイクは今までに日本の歌を歌ったことがありますか？ 

(              ) Mike (                ) (                 ) Japanese songs?  
(23) ケンとジムは今までに一緒にテニスをしたことがありますか？ いいえ、ありません。 

(             ) Ken and Jim (               ) (                ) tennis together? 
No, (                ) (                 ). 

 



  5章 現在完了[2] (経験用法) 
 

 
 
日本文に合うように英単語を並べ替えなさい。 
(1) 私達は一度だけ彼らと一緒に遊んだことがあります。with we once have played them  

                                                                                      
(2) 私は京都に 3回訪れたことがあります。visited times have Kyoto I three  

                                                                                      
(3) 私は以前にその映画を見たことがあります。movie I before seen have the  

                                                                                      
(4) 私はその男の人に 2回会ったことがあります。met the I’ve twice man 

                                                                                      
(5) ビルは１度も寿司を食べたことがありません。eaten Bill sushi has never  

                                                                                      
(6) あなたは北海道を訪ねたことはありますか？visited have Hokkaido you ever  

                                                                                      
(7) 彼女は一度も海で泳いだことがありません。never has the swum sea in she 

                                                                                      
(8) 彼らは今までにケーキを焼いたことがありますか？ ever have they baked cake a  

                                                                                      
(9) 彼女は一度馬に乗ったことがあります。horse she once has ridden a  

                                                                                      
(10) 彼は 1度も携帯電話を持ったことがありません。phone a he never has had cell  

                                                                                      
(11) 私は以前あなたにお会いしたことがありますか？you I have seen before 

                                                                                      
(12) 私は彼女が怒るなんて聞いたことがありません。that I’ve heard never angry gets she  
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(13) あなたは今までに外国に行ったことがありますか？ /  はい、あります。 

ever foreign you a been have country to  /  yes have I  

                                                                                      

                                                                                      
(14) 私は車を一度も運転したことがありません。never have car driven I a  

                                                                                      
(15) あなたは何回北海道に行ったことがありますか？ have often Hokkaido you how been to  

                                                                                      
(16) 彼は今までに富士山に登ったことはありますか？ /  いいえ、ありません。 

ever Mt. Fuji has he climbed  /  hasn’t he no  

                                                                                      

                                                                                      
日本文に合うように（      ）に適切な単語を入れなさい。 
(17) 彼は何度もワインを飲んだことがあります。 

He (              ) drunk wine (               ) (                 ).  
(18) 私達は 2回飛行機に乗ったことがあります。 

We (               ) (                ) a plane (                ). 
(19) 彼女は今までに英語で手紙を書いたことがありません。 
    She (             ) (                ) (                 ) a letter (       ) English. 
(20) 私は彼をこのあたりで見かけたことは今までにありません。 

I (                ) (                 ) him around here (                 ).  
(21) あなたは今までにオーストラリアに行ったことがありますか？ 

(               ) you (               ) (                ) (              ) Australia?  
(22) マイクは今までに日本の歌を歌ったことがありますか？ 

(              ) Mike (                ) (                 ) Japanese songs?  
(23) ケンとジムは今までに一緒にテニスをしたことがありますか？ いいえ、ありません。 

(             ) Ken and Jim (               ) (                ) tennis together? 
No, (                ) (                 ). 


