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Unit 7 スペインへ行ったことがありますか？ 

≪この課のねらい・・現在完了２≫ 

 この課では、引き続き現在完了（完了・経験）の用法を学習します。 

意味は、完了は「～し終えた」、経験は「～したことがある」です。 

 基本形は have＋過去分詞  

 

≪完了の場合≫already, yet, just などが一緒に使われることが多い。 

  e.g. I have just finished my homework.  

 （私はちょうど宿題を終えたところです。）  

 

e.g. Has he already finished the work?  

     (彼はもう仕事を終えましたか？) 

     Yes, he has. （はい、終えました。）  

 
≪経験の場合≫ever, never, before などが一緒に使われることが多い。 
e.g. Have you ever been to Nara? 

 （奈良へ行ったことがありますか？） 

 No, I’ve never been there. 

 （いいえ、一度も行ったことがありません。） 

 

e.g. .I have never seen such a beautiful house. 

 （私は今までそんな美しい家を見たことがない。） 

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

 

１ - １・・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1. A: Have you ever been to Spain? 

  （スペインへ行ったことがありますか？） 

 B: Yes, I have. I went there when I was eleven years old. 

  （はい、あります。11 歳のとき行きました。） 

 

2.  A: Has she finished breakfast yet? 

  （もう朝食は終わりましたか？） 

 B: Yes, she has already finished breakfast.  

  （はい、彼女はすでに朝食を食べ終わりました。） 
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１ - ２・・・Role Playing   

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

 

A: Have you ever been to Spain? 

 （スペインへ行ったことがありますか？） 

B: Yes, I have. I went there when I was eleven years old. 

 （はい、あります。11 歳のとき行きました。） 

A: Did you go there because of your father's job? 

 （お父さんの仕事のためそこへ行ったのですか?） 

B: No, my grandmother took me to Barcelona. 

 （いいえ、祖母が私をバルセロナへ連れて行ったのです。） 

A: Oh, really?  Is she still interested in Spain? 

 （ああ、そうだったの。彼女は今もスペインに興味があるの？） 

B:  Yes, very much. She loved flamenco, so she wanted to learn how to dance it 

 （ええ、とても。祖母はフラメンコ愛していました。それでフラメンコの踊り方を学びたいと思っ

ていたのです。） 

 We stayed there for a month during a summer holiday. 

 （私達は夏休みの間 1 ヶ月間そこで過ごしました。） 

A: Do you like it, too? （あなたもフラメンコは好きですか？） 

B: Yes, I do. I have also been learning it since I came back from Spain. 

 （はい、好きです。私もまたスペインから戻ってからずっとフラメンコを習っています。） 
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２ - １・・・Activity 

[      ]内に質問に適する返答を入れて文を完成し、繰り返し何度も発音してみましょう。 

 

e.g.  A: Have you finished eating lunch yet?  （もう昼食は終えましたか？） 

      B: Yes, [I have already finished eating lunch.]  （はい、すでに昼食は終えました。） 

 

1. A: Have you read that best seller book yet? 

    （あなたはあのベストセラーの本をもう読みましたか？） 

 B: Yes, [      ].  （はい、もう読みました。） 

 

2． A: Have they found the answer yet?  （彼らはもうその答えを見つけましたか？） 

 B: No, [      ].  （いいえ、まだです。） 

 

3． A: Has she finished breakfast yet?  （彼女はもう朝食は終わりましたか？） 

 B: Yes, [      ].  （はい、終わりました。） 

 

4． A: Have you already eaten anything today?  （今日はもう何か食べましたか？） 

 B: No, [      ].  （いいえ、まだです。） 

 

5. A: Have you finished your homework yet?  （宿題はもう終えましたか？） 

    B: Yes, [      ].  （はい、終えました。） 
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２ - ２・・・Activity 

講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

A または B になって役割練習もしましょう。 

 

1. I have visited Kyoto once. 

 （私は一度京都へ行ったことがあります。） 

 

2. A: Have you ever been to Okinawa? 

  （沖縄へ行ったことがありますか？） 

   B: Yes, I have been there five times.  

  （はい、沖縄へは 5 回行きました。） 

 

3. A: Have you ever seen a giraffe? 

  （キリンを見たことがありますか？） 

 B: No, I have never seen a giraffe. 

  （いいえ、キリンを見たことはありません。） 

 

4. She has read this book before. 

 （彼女は以前この本を読んだことがあります。） 

 

5. A: How many times have you been to New York? 

  （ニューヨークへは何回行った事がありますか？） 

 B: Only once. 

  （たった一度だけです。） 
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２ - ３・・・Activity 

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです 

 

A: 【スペインへ行ったことがありますか？】 

B: 【はい、あります。11 歳のとき行きました。】 

A: Did you go there because of your father's job? 

 （お父さんの仕事のためそこへ行ったのですか?） 

B: No, my grandmother took me to Barcelona. 

 （いいえ、祖母が私をバルセロナへ連れて行ったのです。） 

A: Oh, really? 【彼女は今もスペインに興味があるの？】 

 （ああ、そうだったの。） 

B:  Yes, very much.  She loved flamenco, so she wanted to learn how to dance it 

 （ええ、とても。祖母はフラメンコ愛していました。それでフラメンコの踊り方を学びたいと思っ

ていたのです。） 

    【私達は夏休みの間 1 ヶ月間そこで過ごしました。】 

A: Do you like it, too? （あなたもフラメンコは好きですか？） 

B: 【 はい、好きです。私もまたスペインから戻ってからずっとフラメンコを習っています。】 

 

Memorize these sentences – ７  

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1. A: Have you ever been to Spain? 

 B: Yes, I have. I went there when I was eleven years old. 

 

2.  A: Has she finished breakfast yet? 

 B: Yes, she has already finished breakfast.  

 




