
現在進行形(2) No.1

【問題】次の各文を現在進行形の文に換えて、更に日

本語にしなさい。

1 The woman buys a ticket.)

2 He walks on the street.)

3 Does the cat sit on the chair? No, it doesn't.)

4 Fred doesn't read the newspaper.)

5 My father watches TV.)

6 Does your father drive a car? Yes, he does.)

7 Tom doesn't eat his lunch.)

8 Tom and Kenta play baseball in the park.)

) （ 「屋根 ）9 The cat walks on the roof. roof 」

10 My father cooks dinner.)

11 Emi helps her grandmother.)

12 Do Tom and his brother watch TV? Yes, they do.)

13 Emi doesn't dance with Tom.)

14 He swims with Kenta in the sea.)

15 What does he do? He plays soccer.)

16 My mother prepares dinner.)
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【答え】

) その女性は切符を買1 The woman is buying a ticket.

っているところです （買っています）。

) 彼は通りを歩いている2 He is walking on the street.

ところです （歩いています）。

) その猫は3 Is the cat sitting on the chair? No, it isn't.

。（ ）椅子に座っているところですか 座っていますか

いいえ、違います。

) フレッドは新聞を4 Fred isn't reading the newspaper.

読んでいるところではありません。

) 私の父はテレビを見てい5 My father is watching TV.

るところです （見ています）。

) あなたのお6 Is your father driving a car? Yes, he is.

父さんは車を運転しているところですか。はい、そ

うです。

) トムは彼の昼食を食べて7 Tom isn't eating his lunch.

いるところではありません。

) トム8 Tom and Kenta are playing baseball in the park.

と健太は公園で野球をしているところです。

) その猫は屋根の上を9 The cat is walking on the roof.

歩いているところです （歩いています）。

) 私の父は夕食を料理し10 My father is cooking dinner.

ているところです。

) 絵美は彼女のおば11 Emi is helping her grandmother.

あさんを手伝っているところです （手伝ってい。

ます）

12 Are Tom and his brother watching TV? Yes, they are.)

トムと彼の兄はテレビを見ているところですか。

はい、そうです。

) 絵美はトムと踊ってい13 Emi isn't dancing with Tom.

るところではありません （踊っていません）。

) 彼は海で健14 He is swimming with Kenta in the sea.

太と一緒に泳いでいるところです。

) 彼は何を15 What is he doing? He is playing soccer.

しているところですか。彼はサッカーをしている

ところです。

) 私の母は夕食の準16 My mother is preparing dinner.

備をしているところです。



現在進行形(2) No. 2

17 What do you do? I play computer games.)

18 Do you learn English conversation? Yes, I do.)

19 She doesn't write a letter.)

20 Does your sister read magazines? No, she doesn't.)

21 They don't play football.)

22 Does your mother wash the dishes? Yes, she does.)

23 What does her brother do? He listens to music.)

24 Cathy reads a comic book in her room.)

) （ ～「～の後ろで ）25 Bill jogs behind us. behind 」

) ～26 David wears glasses and stands by the bench. wear（ 「

を身につける 、 「めがね 、 ～「～のそ」 」glasses by

ばで ）」

) ( ～「～の下で」)27 John smiles under the tree. under

28 Does your sister do her homework? No, she doesn't.)

29 I watch a soccer game on TV.)

30 What do Kenta's parents and sister wait for? wait for) （

～「～を待つ ）」

31 Nancy goes to school with Billy by train.)
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17 What are you doing? I am playing computer games.)

君は何をしているところですか。僕はコンピュー

タゲームをしているところです。

18 Are you learning English conversation? Yes, I am.)

。 、あなたは英会話を学んでいるところですか はい

そうです。

) 彼女は手紙を書いている19 She isn't writing a letter.

ところではありません。

) あなた20 Is your sister reading magazines? No, she isn't.

の姉は雑誌を読んでいるところですか。いいえ、

違います。

) 彼らはフットボールを21 They aren't playing football.

しているところではありません。

) あ22 Is your mother washing the dishes? Yes, she is.

なたのお母さんは皿を洗っているところですか。は

い、そうです。

23 What is her brother doing? He is listening to music.)

彼女の兄は何をしているところですか。彼は音楽

を聴いているところです。

) キャシ24 Cathy is reading a comic book in her room.

ーは彼女の部屋で漫画を読んでいるところです。

（読んでいます）

) ビルは私達の後ろでジョ25 Bill is jogging behind us.

ギングをしています。

26 David is wearing glasses and standing by the bench.)

デビッドはメガネをかけて、ベンチのそばに立っ

ているところです （立っています）。

) ジョンは木の下で笑27 John is smiling under the tree.

っています。

) あ28 Is your sister doing her homework? No, she isn't.

なたのお姉さんは彼女の宿題をしているところで

すか。いいえ、していません。

) 私はテレビで29 I am watching a soccer game on TV.

サッカーの試合を見ているところです。

) 健太30 What are Kenta's parents and sister waiting for?

の両親と姉は何を待っているところですか （待。

っているんですか）

) ナンシ31 Nancy is going to school with Billy by train.

。ーはビリーと一緒に列車で学校へ行くところです


