
現在進行形の復習１ No.1

【１】次の各文の後ろに をつけ進行形にし、さnow

らに日本語に訳しなさい。

1 You write to your American friend.)

2 Do you study English?)

3 Ken plays tennis in the park.)

4 Yuki and Mariko walk with their friends.)

5 Andy cooks with his sister.) takoyaki

6 Do you look at the picture?)

7 I don't speak English at home.)

8 She runs in the park with her dog.)

【２】次の各文を例のように否定文にかえ、その否定

文を日本語に訳しなさい。

My brother is swimming. Tom Tom isn't〔例〕 ( ) →

トムは泳いでいるところではありswimming.

ません。

) ( )1 My father is watching TV. I

) ( )2 Fred is reading the newspaper. We

) ( )3 A woman is buying a ticket. They

) ( )4 She's walking on the street. You

) ( )5 We're sitting on the chair. The cat
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【１】

) あなた1 You are writing to your American friend now.

は今、あなたのアメリカ人の友人に手紙を書いてい

るところです。

) あなたは今、英語を2 Are you studying English now?

勉強しているところですか。

) 健は今、公園3 Ken is playing tennis in the park now.

でテニスをしているところです。

4 Yuki and Mariko are walking with their friends now.)

有紀と真理子は今、彼女らの友人と一緒に歩いてい

るところです。

) アンデ5 Andy is cooking with his sister now.takoyaki

ィは今、彼の妹と一緒にたこ焼きを作っているとこ

ろです。

) あなたは今、そ6 Are you looking at the picture now?

の絵を見ているところですか。

) 私は今、家で7 I'm not speaking English at home now.

英語を話しているところではありません。

) 彼女は8 She is running in the park with her dog now.

今、彼女の犬と公園で走っているところです。

【２】

) 私はテレビを見ているとこ1 I am not watching TV.

ろではありません。

) 私達は新聞を読ん2 We are not reading the newspaper.

でいるところではありません。

) 彼らはチケットを買っ3 They are not buying a ticket.

ているところではありません。

) あなたは通りを歩4 You are not walking on the street.

いているところではありません。

) その猫は(その)椅5 The cat is not sitting on the chair.

子の上に座っているところではありません。
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【３】次の文を例のようにかえ、その変えた文を２つ

とも日本語に訳しなさい。

He's sleeping. Yes Is he sleeping? Yes,〔例〕 ( ) →

彼は眠っているところですか。はい、he is.

そうです。

) ( )1 Your father is driving a car. Yes

) ( )2 Tom is eating his lunch. No

) ( )3 Tom and Kenta are playing baseball. Yes

) ( )4 The cat is walking on the roof. No

) ( )5 They're going to school. Yes
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) あなたのお1 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2 Is Tom eating his lunch? No, he isn't.

食を食べているところですか。いいえ、違います。

3 Are Tom and Kenta playing baseball? Yes, they are.)

トムと健太は野球をしているところですか。はい、

そうです。

) その猫は4 Is the cat walking on the roof? No, it isn't.

屋根の上を歩いているところですか。いいえ、違い

ます。

) 彼らは学校5 Are they going to school? Yes, they are.

へ行くところですか。はい、そうです。


