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＜ 現在進行形１ ＞ 
 

Jim is studying science now. 

I am playing soccer.        

ジムは今、理科の勉強をしています。 

私はサッカーをやっているところです。 

①「～している(ところ)です」という、今、進行している動作を表す言い方を現在進

行形という。 

② 現在進行形は be 動詞 ( am, are, is )＋一般動詞原形 ing の形であらわす。 

＊主語が３人称単数現在形でも s はつかない。×playsing 

ing のつけかたは、動詞にそのままつけるものと、語尾の形を変えるものがある。 

Ａ．次の動詞に ing をつけなさい。 

1. play                       2. read                       

3. eat                       4. watch                       
 

Ｂ．次の(  )の中に am, is, are を入れて文を完成しなさい。 

1. Ken (      ) watching TV now. 

2. Bob and Jack (      ) studying Japanese. 

3. I (      ) eating an apple now. 

 

Ｃ．次の各組２つの文を、意味の違いに注意しながら日本語に直しなさい。 

1. I drink milk every day.                      

 I am drinking milk now.                      
   

2. Aki cleans her room.                      

 Aki is cleaning her room now.                      
 

Ｄ．次の文の最後に now をつけ｢～しているところだ｣という意味の文にしなさい。 

1. I speak Chinese. 

                              now. 

2. They eat apples. 

                                                         

3. She plays tennis. 

                                                         

4. Ken watches TV. 
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＜ 現在進行形２ ＞ 
 

☆ ing のつけ方 

① そのまま ing をつける  play ⇒ playing 

② 語尾の文字 e をとって、ing をつける make ⇒ making 

③ 語尾の子音を重ねて、ing をつける run ⇒ running swim, cut, sit など 

＊この単語の特徴⇒単語の最後から２番目の短く発音する母音にアクセントがあるとき 

 母音とは a, i, u, e, o アクセントとは「強く読む」こと 

Ａ．次の動詞に ing をつけなさい。 

1. take                       2. give                       

3. write                       4. sit                       

5. cut                       6. get                       
 

Ｂ．次の各組２つの文を、意味の違いに注意しながら日本語に直しなさい。 

1. I often make breakfast.                      

 I’m making breakfast now.                      
   

2. We swim every day.                      

 We are swimming now.                      
 

Ｃ．次の文の最後に now をつけ、｢～しているところだ｣という意味の文にしなさい。 

1. Taro washes his face. 

                                     now. 

2. Jim studies Japanese. 

                                                             

3. Keiko takes a bus to school. 

                                                             

4. We run in the park. 

                                                             

5. I cut my son’s hair. 

                                                             

6. We open the door. 
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＜ 現在進行形３ ＞ 
 

Ａ．次の動詞に ing をつけなさい。 

1. stop                       2. listen                       

3. visit                       4. sit                       

5. use                       6. live                       
 

Ｂ．次の現在進行形の文を、①，②を疑問文に、③，④を否定文(省略形)にしなさい。 

  ※be 動詞の疑問文や否定文を考えればよい。 

1. I am watching TV now. 

        you                             ? 

2. Ken is reading a book now. 

      Ken                          ? 

3. Aki is playing the piano now. 

 Aki                                                   

4. They are cooking lunch now. 

 They                                              
 

Ｃ．次の文の every day を now に直して現在進行形の文にし、その文を疑問文と否定文

にしなさい。 

1. I run every day. 

                                                    now. 

            you                                     now? 

                                                    now. 

2. Ken uses this bike every day. 

                                                    now. 

       Ken                                         now? 

                                                    now. 

3. Aki studies in the library every day. 

                                                    now. 

       Aki                                         now? 

                                                    now. 
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＜ 過去進行形１ ＞ 
 

Jim was studying math then. 

We were playing soccer last Sunday. 

ジムはその時数学の勉強をしていました。 

私たちは先週の日曜日サッカーをしていた。 

①「～していた」という、過去のある時点で進行していた動作を表す言い方を過去進

行形という。 

② 過去進行形は be 動詞の過去形 ( was, were )＋一般動詞原形 ing の形であらわす。 

③ ing のつけかたは、動詞にそのままつけるものと、語尾の形を変えるものがある。 

 

Ａ．次の動詞に ing をつけなさい。 

1. get                       2. arrive                       

3. come                       4. close                       

5. cut                       6. swim                       

 

Ｂ．次の文を、意味の違いに注意しながら日本語に直しなさい。 

1. He studies every day.                       

2. He is studying now.                       

3. He studied yesterday.                       

4. He was studying last night.                       
 

Ｃ．次の文を｢昨日の午後～していた｣という意味の文にしなさい。 

1. They baked some cakes. 

                                            yesterday afternoon. 

2. Pete played soccer. 

                                      yesterday afternoon. 

3. Aki enjoyed lunch. 

                                       yesterday afternoon. 

4. They used this computer. 

                                              yesterday afternoon. 

5. Jim studied social studies. 

                                             yesterday afternoon. 
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＜ 過去進行形２ ＞ 
 

Ａ．次の文を｢先週末～していた｣という意味の文にしなさい。※不規則変化動詞！ 

1. We swam in the sea. 

                                           last weekend. 

2. I wrote a book. 

                                      last weekend. 

3. Yukari did her homework. 

                                            last weekend. 

4. They saw a musical. 

                                           last weekend. 
 

Ｂ．次の過去進行形の文を、①，②を疑問文に、③，④を否定文(省略形)にしなさい。 

  ※be 動詞の疑問文や否定文を考えればよい。 

1. I was eating lunch at that time.  ※at that time：その時 

        you                        at that time? 

2. Ken was washing dishes at that time. 

      Ken                  at that time? 

3. Aki was playing the guitar at that time. 

 Aki                                              at that time. 

4. They were visiting Kyoto at that time. 

 They                                           at that time. 
 

Ｃ．次の文を過去進行形の文にし、その文を疑問文と否定文にしなさい。 

1. I drank tea.  

                                                   . 

            you                                    ? 

                                                   . 

2. Ken taught science. 

                                                   . 

       Ken                                        ? 

                                                   . 
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＜ 過去進行形３ ＞ 

Ａ．次の動詞に ing をつけなさい。 

1. ride                       2. win                       

3. close                       4. have                       

5. cut                       6. swim                       

 

Ｂ．次の文を｢～していた｣という意味の過去進行形の文にしなさい。※不規則変化動詞！ 

1. We bought some flowers. 

                                              

2. They came to school. 

                                             

3. The man told me the history. 

                                                         

4. Jim taught me English. 

                                            
 

Ｃ．次の日本文に会うように(    )内の英単語を並べかえなさい。 

1. Taro は先週 Tokyo に滞在していませんでした。 

 ( Taro / week / in / staying / last / wasn’t / Tokyo /. ) 

                                     

2. 私のねこはベッドの下で寝ていました。 

 ( the bed / cat / was / my / under / sleeping /. ) 

                                     

3. 君は昨日の夜何をしていましたか？ ( doing / what / were / night / you / last / ? ) 

                                     

4. 君たちは先週の土曜日にどこで野球をしていましたか？ 

 ( Saturday / were / baseball / where / playing / last / you / ? ) 

                                     

5. 君たちはいつ図書館で勉強していましたか？ 

 ( you / in / when / studying / were / the library / ? ) 

                                     

 


