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基本文とポイント

1 I am〔 I’m〕 watching TV now. （私は今，テレビを見ています。）
▶現在進行形の文　「（今）～しています，～しているところです」のように，今現在進行している動作を表すと

きは，〈主語＋be 動詞（am，are，is）＋動詞の ing 形～.〉で表す。主語によって be 動詞を使い分ける。

▶動詞の ing 形の作り方　動詞の原形に ing をつける。

　　① たいていの語 … そのまま ing をつける　　② 語尾が e … e をとって ing をつける

　　③ 語尾が〈短母音＋子音字〉… 子音字を重ねて ing をつける

2 I am〔 I’m〕 not watching TV now. （私は今，テレビを見ていません。）
▶現在進行形の否定文　be 動詞のあとに not を置く。

3 Are you watching TV now? （あなたは今，テレビを見ていますか。

 　　 Yes, I am. / No, I am〔 I’m〕 not.  　　 はい，見ています。/ いいえ，見ていません。）
▶現在進行形の疑問文　be 動詞を主語の前に置く。答えるときも be 動詞を使う。

1 〈動詞の形〉　⑴～⑹の空所に適する１語を書き，表を完成させなさい。

原形 ３人称・単数・現在形 ing 形

open opens

get gets

carry

dance dances

teach teaching

2 〈現在進行形の文〉　次の文の　　に，（　）内の語を適する形になおして書きなさい。なおす必要がないと

きはそのまま書きなさい。

⑴　She is 　　　　　　　 in the garden now.　（ walk ）

⑵　We’re 　　　　　　　 lunch now.　（ have ） 

⑶　You 　　　　　　　 English very well.　（ speak ） 

⑷　My father is 　　　　　　　 now.　（ work ）

⑸　I’m 　　　　　　　 with my dog.　（ run ） 

3 〈現在進行形の文〉　絵を見て，「～は今，…しています」という文を作りなさい。

⑴　

⑵　

⑶　

⑷　

⑴

⑵

⑶ ⑷

⑸

⑹

⑴　 ⑵　 ⑶　 ⑷　
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4 〈現在進行形の否定文〉　次の文を現在進行形の否定文に書きかえなさい。

⑴　You don’t practice volleyball.  

　　

⑵　He doesn’t wash his car.

　　

⑶　We don’t talk about the weather.

　　

⑷　I don’t look at the pictures.

　　

5 〈現在進行形の疑問文〉　次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。

⑴　あなたは英語の歌を歌っていますか。 

　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 an English song?

⑵　あなたの妹さんは今，あなたのコンピュータを使っていますか。

　　　　　　　　　 your sister 　　　　　　　 your computer now?

⑶　彼らは川で泳いでいますか。

　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 in the river?

⑷　ジャックは友だちに電話をしているところですか。

　　　　　　　　　 Jack 　　　　　　　 his friend?

⑸　リサはどこに座っていますか。

　　　　　　　　　 　　　　　　　 Lisa 　　　　　　　?

6 〈現在進行形の疑問文に対する答え方〉　次の問いに答える文を，（　）内の語句を使って作りなさい。

⑴　Is Ms. Ito standing now?　（ No ）

　　　　 

⑵　Are you helping Yuji?　（ Yes ）

　　　　 

⑶　Are Mr. and Mrs. Jackson staying in Kyoto?　（ Yes ）

　　　　 

⑷　What is Bob doing now?　（ his homework ）

　　　　 

7 〈現在進行形の文の意味〉　次の英文を日本文になおしなさい。

⑴　My mother is cooking lunch for us.

　　（　 ）

⑵　The students aren’t cleaning the classroom.

　　（　 ）

⑶　How are you enjoying your winter vacation?

　　（　 ）

⑷　Who is playing the guitar?　　（　 ）
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1 次の対話が成り立つように，　　に適する語を書きなさい。

⑴　A:　　　　　　　　 you going to school?

　　B:　No, 　　　　　　　 not.　　　　

⑵　A:　Is Kenji drinking coffee?

　　B:　No, he 　　　　　　　.   　　　　　　　 drinking tea. 

⑶　A:　　　　　　　　 you need any pens? 

　　B:　Yes, I 　　　　　　　.　I need three.

⑷　A:　　　　　　　　 　　　　　　　 Ms. Jones 　　　　　　　 for you?

　　B:　She’s waiting for me in the park. 

⑸　A:　　　　　　　　 　　　　　　　 you 　　　　　　　 now?

　　B:　I’m studying. 

⑹　A:　　　　　　　　 　　　　　　　 playing tennis with Mika?

　　B:　Ellen is.   She’s a very good player.

2 次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえなさい。

⑴　They’re talking in Chinese.　〔疑問文に〕　 

　　

⑵　Billy has a good time in Japan.　〔現在進行形の文に〕
　　

⑶　They’re watching a music program.　〔下線部をたずねる文に〕　　
　　

⑷　Mary enjoys dinner with John.　〔現在進行形の否定文に〕
　　

3 次の絵は，アパートの住人の今のようすです。絵を見て，次の問いに英文で答えなさい。

⑴　What is Susan doing?

　　

⑵　Are Jane and Sam cooking or eating?

　　

⑶　Who is reading a newspaper? 

　　

⑷　Is Ms. Lee in her room?

　　

⑸　Who has a dog?

　　

⑹　What is Mike doing?

　　

 　　　
Ted

 Susan　　　　　

 Jane and Sam Ms. Lee’s room　　

 Beth Mike　　　　　　

HIGH STEP 問 題
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4 意味の通る正しい英文になるように，（　）内の語句を並べかえなさい。ただし，下線の語は適する形になお

しなさい。

⑴　（ speak / those / English / are / students / ? ）
　　

⑵　（ the sea / brother / swim / my / in / is / . ）
　　

⑶　（ the / school / guitar / practice / after / Mike / . ）　
　　

⑷　（ not / study / I / the library / am / in / . ）
　　

⑸　（ what / do / he / is / the park / in / ? ）
　　

5 次は，エレン（Ellen）とスージー（Susie）の電話での対話です。これを読んで，あとの各問いに答えなさい。

Ellen: Hello.   This is Ellen.   *Is Susie there?

Susie: Hi, Ellen.   This is Susie.   How are you?

Ellen: Fine, thank you.   Susie, 　　　　　　　　　 ?

Susie: I’m listening to music.   It’s a new *album by BS Boys.   How about you, Ellen?

Ellen:  My parents are out, so I’m at home *alone.   I’m making a cake now.   *Why don’t you 

come to my house and have some cake with me?

Susie: OK.   *What kind of cake are you making?

Ellen: A banana cake!

Susie: I like banana cake very much.

Ellen: That ’s good.   See you later.

Susie: Bye!

　　〔注〕　Is ～ there?　（電話で）～さんはいますか。　album by ～　～の（CD）アルバム　　alone　ひとりで

　　　　　 Why don’t you ～?　～しませんか。　what kind of ～　どんな種類の～

問１　　　　 に入れるのに適するものをア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

　　ア　where are you now イ　what do you do

　　ウ　who is calling エ　what are you doing now 〔　　　〕
問２　本文の内容と合うように，次の問いに英文で答えなさい。

　　⑴　Is Ellen with her parents now?

　　　　

　　⑵　Does Susie like banana cake?

　　　　

問３　本文中で使われた表現を参考にして，次の日本文を英文になおしなさい。

　　⑴　エレンは今，バナナケーキを（１つ）作っています。

　　　　

　　⑵　彼女は今，彼らの新しい歌を聞いています。
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