
現在進行形(1) No.1

【１】現在進行形とは何ですか。

【２】現在進行形の文はどうやって作りますか。

【３】一般動詞に ing をつける場合に、何か注意する

ことはありますか。

【４】例のように、各文を現在進行形の文に変えて、

更に日本語に訳しなさい。

（例）She speaks English.「彼女は英語を話す。」

→ She is speaking English.「彼女は英語を話してい

るところです。（話しています）」

（注）～ ing の形に三人称単数の s は関係ありませ

ん。

① I write a letter.

② Kenny plays tennis.

③ He eats ice cream.

④ Our teacher teaches English.

⑤ She runs in the park.

⑥ Your brother does his homework.（注：この do(es）

は「する」という意味の一般動詞）
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【１】現在進行形とは、その言葉の意味の通り、「今、

行われている最中」の動作を表すのに使われる表現

です。

【２】一般動詞の部分を「be 動詞＋(一般動詞)ing」

の形にします。例えば、下の例を見ましょう。

I play tennis.「私はテニスをします。」を現在進行形

にすると、

I am playing tennis.「私はテニスをしているところ

です。」

【３】write「書く」や make「作る」のように e で終

わる単語は e を取って ing をつけます。ですから、

次のようになります。

write → writing make → making

また、run「走る」や swim「泳ぐ」などのように、

「発音が短い母音＋子音の文字」で終わる動詞は

最後の子音の文字を重ねます。ですから、次のよう

になります。

run → running swim → swimming

【４】

① I am writing a letter.「私は手紙を書いているところ

です。（書いています）」

② Kenny is playing tennis.「ケニーはテニスをしてい

るところです。（しています）」

③ He is eating ice cream.「彼はアイスクリームを食べ

ているところです。（食べています）」

④ Our teacher is teaching English.「私達の先生は英語

を教えているところです。」

⑤ She is running in the park.「彼女は公園で走ってい

るところです。」

⑥ Your brother is doing his homework.「あなたの兄は

彼の宿題をしているところです。」



現在進行形(1) No.2

【５】現在進行形の文の疑問文はどうやって作ります

か。また、どうやって答えますか。

【６】現在進行形の否定文はどうやって作りますか。

【７】各文の文末に now をつけて、文を現在進行形

の文に直し、更に日本語に訳しなさい。

① He plays the violin.

②We study English at school.

③ Tom and I play tennis.

④ Does she listen to music?

⑤ Do they watch TV?

⑥ Does your brother do his homework?

⑦What do you do?

⑧What does she play in the gym?

⑨Where do they play basketball?
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【５】be 動詞が主役となって、普通の be 動詞の疑問

文の作り方に従います。例えば、次のようになりま

す。

She plays tennis. を現在進行形の疑問文にすると、

be動詞が主役だから Is she playing tennis?「彼女は

テニスをしているところですか。」となります。ま

た、答え方は Yes, she is.「はい、しているところで

す。」No, she isn’t.「いいえ、しているところではあ

りません。」となり、やはり be動詞が主役です。

（注：Does she playing tennis? は間違いです。現在進

行形は Doや Doesでは疑問文は作れません。）

【６】She plays tennis. を現在進行形の否定文にする

と、be動詞が主役だから She isn’t playing tennis.

「彼女はテニスをしているところではありません。」

となります。（注：She doesn’t playing tennis. は間違

いです。現在進行形は don’t や doesn’t では否定文

は作れません。）

【７】

① He is playing the violin now. 彼は今、バイオリン

を弾いているところです。（弾いています）

②We are studying English at school now. 私達は今、

学校で英語の勉強をしているところです。

③ Tom and I are playing tennis now. トムと僕は今、

テニスをしているところです。（しています）

④ Is she listening to music now? 彼女は今、音楽を聴

いているところですか。（聴いていますか）

⑤ Are they watching TV now? 彼らは今、テレビを見

ているところですか。（見ていますか）

⑥ Is your brother doing his homework now? あなたの

兄は今、彼の宿題をしているところですか。

⑦What are you doing now? あなたは今、何をしてい

るところですか。

⑧What is she playing in the gym now? 彼女は今、体

育館で何をしているところですか。（していますか）

⑨Where are they playing basketball now? 彼らは今、

どこでバスケットボールをしているところですか。


