
No.1過去進行形に直す練習

【問題】次の各文を過去進行形に直し、更にその過去進行

形の文を訳しなさい。

1 I read an interesting book.)

2 She washed the dishes.)

3 The cat slept under the table.)

4 They danced in the park.)

5 He skied with his friends.)

6 We made a dog house.)

7 He swam in the pool.)

8 My sister played the piano.)

9 She studied English.)

10 You watched television.)

11 I didn't run very fast.)

12 He didn't sing a song.)

13 They didn't wait for you.)

14 She didn't look at the picture.)

15 Jane and Nancy didn't study.)

No.1過去進行形に直す練習

【問題】

) ：私は面白い本を読んで1 I was reading an interesting book.

いた （過去進行形は「過去形の 動詞＋一般動詞の～。 be

形〔現在分詞と呼ぶ〕で作る ）ing 。

。2 She was washing the dishes.) ：彼女はその皿を洗っていた

) ：その猫はテーブル3 The cat was sleeping under the table.

の下で眠っていた。

) ：彼らは公園で踊ってい4 They were dancing in the park.

dance e e ingた （ のように で終わる動詞は、 を取って。

を付ける ）。

) ：彼は彼の友人たちとスキ5 He was skiing with his friends.

ーをしていた （ の～ 形は となることに注。 ski ing skiing

意 ）。

) ：僕たちは犬小屋を作って6 We were making a dog house.

made make e eいた （ の原形の は で終わっているから、。

を取って を付ける ）ing 。

。7 He was swimming in the pool.) ：彼はプールで泳いでいた

swim m（ は「短母音＋子音字」で終わるので、子音字の

が重なることに注意 ）。

) ：私の姉さんはピアノを8 My sister was playing the piano.

弾いていた。

) ：彼女は英語を勉強していた。9 She was studying English.

（ の原形は だから、それに を付ける ）studied study ing 。

) ：あなたはテレビを見てい10 You were watching television.

た。

) ：僕は余り速く走っていなか11 I wasn't running very fast.

った （進行形の否定文は 動詞の後ろに を付けれ。 be not

ば良い。 は「短母音＋子音字」で終わるので、子音run

字の が重なることに注意 また 否定文で は 余n very。 、 「

り～でない」という意味になることにも注意が必要 ）。

) ：彼は歌を歌っていなかった。12 He wasn't singing a song.

) ：彼らはあなたを待ってい13 They weren't waiting for you.

なかった。

) ：彼女はその絵を見てい14 She wasn't looking at the picture.

なかった。

) ：ジェーンとナンシー15 Jane and Nancy weren't studying.

は勉強をしていなかった。



No.2過去進行形に直す練習

16 Tom didn't paint a picture.)

17 My brother didn't wash the car.)

18 He didn't talk with her.)

19 Jane didn't help her mother.)

20 We didn't dance in the park.)

21 Did she clean the room?)

22 Did you play the violin?)

23 Did she ski with her brother?)

24 Did he read a newspaper?)

25 Did you cook in the kitchen?)

26 Where did you run?)

27 Who washed the new car?)

28 What did he look at?)

29 Whose dog did he take?)

30 What did he do?)

No.2過去進行形に直す練習

) ：トムは絵を描いていなか16 Tom wasn't painting a picture.

った。

) ：僕の兄さんは車を洗17 My brother wasn't washing the car.

っていなかった。

) ：彼は彼女と話をしていなか18 He wasn't talking with her.

った。

) ：ジェーンは彼女の母を19 Jane wasn't helping her mother.

手伝っていなかった。

) ：私たちは公園で踊って20 We weren't dancing in the park.

ていなかった。

) ：彼女は部屋を掃除していま21 Was she cleaning the room?

したか （進行形の疑問文は 動詞を主語の前に持って。 be

きて作る ）。

) ：あなたはヴァイオリンを22 Were you playing the violin?

弾いていましたか。

) ：彼女は彼女の兄とスキ23 Was she skiing with her brother?

ーをしていましたか。

) ：彼は新聞を読んでいまし24 Was he reading a newspaper?

たか。

) ：あなたは台所で料理25 Were you cooking in the kitchen?

をしていましたか。

) ：あなたはどこで走っていまし26 Where were you running?

たか （ などの疑問詞のある疑問文は、疑問詞が。 Where

be先頭に来ることに注意すること もちろん その後は。 、

動詞が主語の前に来て、疑問文の語順になっている ）。

) ：誰がその新しい車を洗27 Who was washing the new car?

っていましたか （主語を尋ねているときは、語順は疑。

。 、問文の語順ではなく普通の文の語順になります しかも

は単数扱いです ）Who 。

) ：彼は何を見ていましたか。28 What was he looking at?

) ：彼は誰の犬を連れていまし29 Whose dog was he taking?

。（ 、 。）たか は で終わるから を取って を付けるtake e e ing

) ：彼は何をしていましたか。30 What was he doing?


