
１章　現在進行形

要点

 重要ポイント１ 　現在進行形：「（今）…している」「…しているところです」

　現在，ある動作が進行中であることを表現します。

　　　主語＋ be 動詞＋動詞の…ing 形＋～ .

　Akiko   reads    an American magazine.〔現在形〕
　Akiko is reading an American magazine now.〔現在進行形〕
　（アキコは今，アメリカの雑誌を読んでいます。）
　∞     sweep    the floor.

　∞ am sweeping the floor.（私は床を掃いています。）

▶動詞の…ing 形の作り方

原則 動詞の原形＋ ing
 go → going
 study → studying
 ※ y を取らないことに注意。

語尾が発音しない e で
終わる動詞 e を取って＋ ing

 write → writing
 come → coming

語尾が短母音＋子音字
１つで終わる動詞

子音字を重ねて＋ ing

 cut → cutting
 run → running
 swim → swimming
 get → getting

語尾が ie で終わる動詞 ie を y に変えて＋ ing
 lie → lying（横になる）
 die → dying（死ぬ）

※短母音：sit [ɪ]  長母音：meet [iː]  二重母音：drive [aɪ]



▪確認問題１－１
　次の動詞の…ing 形を書きなさい。
　（１） eat （２）　walk （３）　play （４）　use （５）　make

　（６） ride （７）　shut （８）　sit  （９）　drop （10）　lie

▪確認問題１－２
　次の各文の空所に適切な be 動詞を入れて，カッコ内の動詞を…ing 形にして，現在進
行形の文を完成させなさい。
（１） She（　　　　　）（sing）the song now.

（２） You（　　　　　）（cook）an apple pie.

（３） My brother and his friends（　　　　　）（play）soccer in the park.

（４） He（　　　　　）（write）a letter.



▪確認問題２
　次の英文を，否定文，疑問文に書き換え，さらに Yes で答える文も書きなさい。
（１） Grandpa is working in the garden.

（２） The children are playing with toys now.

 重要ポイント２ 　現在進行形の否定文と疑問文

（１）否定文

　Tim is                 doing his homework now.

　Tim is not〔isn’t〕doing his homework now.（ティムは今，宿題をしていません。）
　 ∞ am       doing my homework now.

→ ∞ am not doing my homework now.（僕は今，宿題をしていません。）

（２）疑問文

　　　 Mary is cooking dinner.

→ ∞s　 Mary   cooking dinner?　― Yes, she is. ／ No, she isn’t.

　　 （「メアリーは夕食を作っていますか。」
　　  「はい，作っています。／いいえ，作っていません。」）
　　　 They are *planting a cherry tree in the garden.

→ Are they      planting a cherry tree in the garden?　― Yes, they are.

　　 （「彼らは庭に桜の木を植えているのですか。」「ええ，そうですよ。」）
*plant ～：「～を植える」



▪確認問題３
　次の英文の下線部①，②，③をそれぞれ問う疑問文を作りなさい。
　　She is making a pizza in the kitchen now.

　　 ①                    ②            ③

　① 　　　　　　　　 a pizza in the kitchen now?

　② 　　　　　　　　 in the kitchen now?

　③ 　　　　　　　　 a pizza now?

 重要ポイント３ 　いろいろな疑問文

（１）疑問詞が主語の場合

　　Who is listening to music upstairs?　― Pat is.

　　（「誰が２階で音楽を聴いているのですか。」「パットです。」）
　　What is happening outside?（外では何が起こっているのですか。）

（２）疑問詞が主語以外の場合

　　What are you doing?　― ∞’m writing some Christmas cards.

　　（「何をしているのですか。」「クリスマスカードを書いています。」）
　　Where are they swimming?　― They are swimming in the pond.

　　（「彼らはどこで泳いでいますか。」「池で泳いでいます。」）



▪確認問題４
　次の現在形の文と現在進行形の文を，それぞれ日本語に直しなさい。
（１） What does your sister do?　― She is a dentist.

 What is your sister doing now?　― She is cleaning her room.

（２） Mr. Okuno teaches history at school.

 Mr. Okuno is teaching history in the classroom now.

 重要ポイント４ 　現在形と現在進行形

　現在形 ：一般的な事実や習慣的な動作を表します。
　現在進行形 ：現時点での一時的な動作を表します。

　Father reads the newspaper every morning.〔現在形〕
　（父は毎朝新聞を読みます。）→ 毎朝の習慣
　Father is reading the newspaper now.〔現在進行形〕
　（父は今新聞を読んでいます。）→ 今だけの動作





 重要ポイント５ 　進行形にならない動詞

　現在進行形は「現在何かの動作が進行中であることを表す表現」です。つまり，動
作を表す動詞は進行形になりますが，動作を表さない動詞は進行形になりません。

現在形 現在進行形

動 

詞

動作を表す（例：run） ○ ○
状態を表す（例：have）

○ ×
知覚・心理を表す（例：like）

（１）状態を表す場合：be，have，live，keep など
　　have ～：「（自分の物として）～を持っている」の意味で
　　× ∞ am having a new car.

　　 　∞ have a new car.（私は新しい車を持っています。）

▶ have が動作・行為を表す動詞として使われる場合には，進行形にすることが
できます。

　　　Hiroshi and Tomoko are having dinner.

　　　（ヒロシとトモコは夕食をとっているところです。）

（２）知覚・心理を表す場合

　①知覚：see，hear など
　　see ～：「～が見える」
　　× We are seeing a lot of stars on the hill.

　　　 We see a lot of stars on the hill.（その丘ではたくさんの星が見えます。）

　②心理・認識：like，want，know，need など
　　like ～：「～が好きだ」
　　× ∞ am liking baseball.

　　　 ∞ like baseball.（私は野球が好きです。）



▪確認問題５
　次の日本文に合うように，カッコ内の動詞を適切な形に変えなさい。
（１） リョウタは黒いイヌを飼っています。
 Ryota（have）a black dog.

（２） 後ろで足音が聞こえます。
 ∞（hear）*footsteps *behind me.

　 *footstep：「足音」　　*behind ～：「～の後ろで」

（３） マリコは卵がいくつか必要です。
 Mariko（need）some eggs.


