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Exercise1 先生に続いて、重要表現をリピートしましょう！

今日の表現

71

基礎英会話 入門編 Day71：現在完了
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I went to Egypt three years ago.

Alice has been to Egypt once.

Robbie has already gone to New York.

Sam has not lived Japan for 8 years.

How long have they been sunbathing on the beach?

私は 3 年前にエジプトに行きました。

アリスは一度エジプトに行ったことがあります。

ロビーはすでにニューヨークに行きました。

サムは 8 年間日本に住んではいません。

どれくらいの期間彼らはビーチで日光浴をしていましたか？
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アリスは一度エジプトに
行ったことがあります。

Alice has been to 
Egypt once.

Check the grammar

～ times, never, ever, How many times ～?, How often ～? → has been to ～ once

The children are swimming now. → The children have been swimming for three hours.

just now, yesterday, last ～, in (2010), when ( I was a child ), When ～? → went ～ three years ago

just, yet → has already gone to ～ since ～, How long ～?, always → has lived ～ for seven years

Today' Expression

present perfect tense

現在完了を復習しましょう。現在完了の関心は

あくまで現在にあるので、「ago」など過去を表

す副詞と一緒には使えません。

また、Day70で登場した「have(has) been -ed」 

という受動態の形に対して、今回は「have

(has) been -ing」 という進行形が登場します。

進行形にすると「（今まで）ずっと～している /

していた（継続）」という意味になります。

「know」、「have」など状態を表す動詞は進行形

にしないことに注意しましょう。

現在完了

Repeat each sentence after your teacher.



Exercise 2 Sort the words and build sentences.
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単語を並べ替えて、完成した文章を読みましょう！
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Exercise 3 Answer the following questions. Try to explain your thoughts in sentences.
次の質問に答えましょう。文章であなたの考えを説明してみましょう！

Answers
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Why have you been learning English ? Additional Lesson

基礎英会話 入門編 Day71：現在完了

Carla went on a trip abroad a week ago.

Yumi have been to Hongkong once.

Rika has already gone to Macau.

How long have you been living in your house now? 

Would you be interested in living in a foreign country 

or renovating your house someday for a change? 

What is the most popular sport 

in the United States? 

( went on a trip / Carla / abroad a week ago ).

( once / have been to / Yumi / Hongkong ).

( has already gone to / Rika / Macau ).
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