
中英1-8-1(1)
1. 現在進行形8章 現在進行形

「今 ～ しています」 と 現在進行中の動作を表すとき

＜ be動詞（ am , are , is ） ＋ 動詞の ing形 ＞

で 表します。 これを 現在進行形 と いいます。

● 「今 ～ しています」 「 ～ しているところです」

私は毎日 英語を勉強します。

＜現在進行形＞

＜現在形＞

I am studying English now.

I      study English every day.

私は今 英語を勉強しています。

※ be動詞は、主語によって使い分けます。



中英1-8-1(2)
1 上の文を参考にして、英文にしましょう。

(3) 私たちは今 英語を勉強しています。

(1) あなたは今 英語を勉強しています。

(2) 彼は今 英語を勉強しています。

主語が I → am

you と 複数 → are

それ以外（三人称・単数） → is

be動詞の復習



中英1-8-1(2)
1 上の文を参考にして、英文にしましょう。

(3) 私たちは今 英語を勉強しています。

We are studying English now.     

(1) あなたは今 英語を勉強しています。

You are studying English now.            

(2) 彼は今 英語を勉強しています。

He is studying English now. 

主語が I → am

you と 複数 → are

それ以外（三人称・単数） → is

be動詞の復習
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● ing の作り方 , 進行形にしない動詞

① ふつうは 原形に、そのまま ing を つけます。

play（ ～ をする） playing

study（勉強する） studying
y を i に
変えません！

② e で終わる動詞は語尾の e を とって ing を つけます。

use （使う） using

make（作る） making

③ 語尾が＜短母音＋子音字＞のときは語尾の文字を重ねて ing を つけます。

難しいので
例外の単語として
覚えた方が早いです！

run （走る） running

swim（泳ぐ） swimming

sit （すわる） sitting

get（得る） getting

cut （切る） cutting
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※ have（持っている） know（知っている） live（住んでいる）

などの 状態を表わす動詞は進行形には しません。

× I am having a brother.

ただし have には 「食べる」 という意味もあるので

その場合は進行形にできます。

○ I am having lunch.

2 次の動詞を ing形にしましょう。

(1) write（書く） (2) help（手伝う）

(3) speak（話す） (4) swim（泳ぐ）

(5) do（する） (6) eat（食べる）



中英1-8-1(4)

※ have（持っている） know（知っている） live（住んでいる）

などの 状態を表わす動詞は進行形には しません。

× I am having a brother.

ただし have には 「食べる」 という意味もあるので

その場合は進行形にできます。

○ I am having lunch.

2 次の動詞を ing形にしましょう。

(1) write（書く） writing    (2) help（手伝う） helping    

(3) speak（話す） speaking    (4) swim（泳ぐ） swimming    

(5) do（する） doing    (6) eat（食べる） eating    
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3 日本文に合うように、 部に適する語を書きましょう。

(1) 私は野球をしています。

I  baseball.

(2) あなたは英語を話しています。

You  English.

(3) ケンは歌を歌っています。

Ken  a song.

(1) I play the guitar.

4 現在進行形の文に書きかえましょう。

(2) Emi reads a book.

(3) They swim in the river. river 川

(4) He does his homework.



中英1-8-1(5)
3 日本文に合うように、 部に適する語を書きましょう。

(1) 私は野球をしています。

I  am    playing    baseball.

(2) あなたは英語を話しています。

You  are    speaking    English.

(3) ケンは歌を歌っています。

Ken  is    singing    a song.

(1) I play the guitar.

I am playing the guitar.

4 現在進行形の文に書きかえましょう。

(2) Emi reads a book.

Emi is reading a book.

(3) They swim in the river.

They are swimming in the river.

river 川

(4) He does his homework.

He is doing his homework.



中英1-8-1(6)
● 否定文 「（今）～ していません」

現在進行形には、be動詞があるので not を 入れるだけです。

I am not studying. 私は勉強していません。

● 疑問文 「（今）～ していますか」

Is she studying? 彼女は勉強していますか。

→ Yes, she is.  /  No, she isn’t.

同様に、be動詞があるので主語の前に置くだけです。

(1) You are reading a book.

5 否定文にして、日本語に直しましょう。

(2) Emi is helping her mother.



中英1-8-1(6)
● 否定文 「（今）～ していません」

現在進行形には、be動詞があるので not を 入れるだけです。

I am not studying. 私は勉強していません。

● 疑問文 「（今）～ していますか」

Is she studying? 彼女は勉強していますか。

→ Yes, she is.  /  No, she isn’t.

同様に、be動詞があるので主語の前に置くだけです。

(1) You are reading a book.

You aren’t reading a book.

5 否定文にして、日本語に直しましょう。

あなたは本を読んでいません。

(2) Emi is helping her mother.

Emi isn’t helping her mother.

えみは（彼女の）お母さんを手伝っていません。
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(1) She is studying math. (Yes)

…

6 疑問文にして、（ ）内の語を使って答えましょう。

(2) Tom is reading a book. (No)

…

(3) Emi and Tom are singing. (Yes)

…

(3) We are singing now.

(4) They are listening to music.
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(1) She is studying math. (Yes)

Is she studying math? … Yes, she is. 

6 疑問文にして、（ ）内の語を使って答えましょう。

(2) Tom is reading a book. (No)

Is Tom reading a book? … No, he isn’t.       

(3) Emi and Tom are singing. (Yes)

Are Emi and Tom singing? … Yes, they are.     

(3) We are singing now.

We aren’t singing now.

私たちは今 歌っていません。

(4) They are listening to music.

They aren’t listening to music.

彼らは音楽を聴いていません。
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7 次の質問に対して、（ ）内の語を使って答えましょう。

(1) What are you doing? ( play , tennis )

(2) What is Tom doing?    ( study , English )

(3) What is she eating?    ( sushi )

中英1-8-1終了

● 「何をしていますか」

What are you doing? あなたは何をしていますか。

→ I am writing a letter. 私は手紙を書いています。

What is she making? 彼女は何を作っていますか。

→ She is making a cake. ケーキを作っています。



中英1-8-1(8)

7 次の質問に対して、（ ）内の語を使って答えましょう。

(1) What are you doing? ( play , tennis )

I am playing tennis.

(2) What is Tom doing?    ( study , English )

He is studying English.

(3) What is she eating?    ( sushi )

She is eating sushi.

中英1-8-1終了

● 「何をしていますか」

What are you doing? あなたは何をしていますか。

→ I am writing a letter. 私は手紙を書いています。

What is she making? 彼女は何を作っていますか。

→ She is making a cake. ケーキを作っています。



中英1-8-1(補)

1 次の文を〔 〕内の指示にしたがって書きかえなさい。

(1) I am watching TV now.    〔下線部を Jim に変える〕

(2) My father is washing his car.    〔否定文に〕

(3) Ken is using a computer.    〔下線部を たずねる文に〕

(4) He is reading a book.    〔下線部を たずねる文に〕

補充問題



中英1-8-1(補)
2 に、 play を適する形にして書きなさい。そのままの文もあります。

(1) He  baseball after school.

(2) My father can  tennis.

(3) Is Yumi  tennis now?

(4) Does he  soccer?

3 次の日本文を英文になおしなさい。

(1) 私は宿題をしているところです。

(2) あなたは今、何を作っているのですか。

宿題 homework



中英1-8-1(補)

1 次の文を〔 〕内の指示にしたがって書きかえなさい。

(1) I am watching TV now.    〔下線部を Jim に変える〕

Jim is watching TV now.                   

(2) My father is washing his car.    〔否定文に〕

My father isn't washing his car.

(3) Ken is using a computer.    〔下線部を たずねる文に〕

What is Ken using?

(4) He is reading a book.    〔下線部を たずねる文に〕

What is he doing?                             

補充問題



中英1-8-1(補)
2 に、 play を適する形にして書きなさい。そのままの文もあります。

(1) He  plays    baseball after school.

(2) My father can  play    tennis.

(3) Is Yumi  playing   tennis now?

(4) Does he  play     soccer?

3 次の日本文を英文になおしなさい。

(1) 私は宿題をしているところです。

I’m doing my homework.            

(2) あなたは今、何を作っているのですか。

What are you making now?         

宿題 homework


