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 LESSON8 ～現在進行形～ 
 

Point 1 (NEW TREASURE p.101 Point1,2 参照) 
 

 現在進行形 
 

  「(今)…している」「(今)…しているところだ」と，現在何かの動作

をしている最中であることを表すには，〈be 動詞（am, are, is）＋動

詞の…ing 形〉を用いる． 

 

  Bob is playing baseball now.（ボブは今野球をしています．） 

 

             am 

    be 動詞の現在形  are  ＋ 動作を表す動詞の…ing 形   

             is 

 

 

 動詞の…ing 形の作り方 

 

 １）原則：動詞の原形に-ing をつける 

    study → studying    go → going 
    （～を勉強する）     （行く） 

 

 ２）発音しない e で終わる動詞：e をとって-ing をつける 

    come → coming       make → making 
    （来る）        （～を作る） 

 
 ３）(アクセントのある)短母音＋子音字１つで終わる動詞： 

    子音字を重ねて-ing をつける 

    cut 発音[kʌt] → cutting 
    （～を切る） 
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    run [rʌn] → running 
    （走る） 

    swim [swím] → swimming 
    （泳ぐ） 

 

  <cf.> visit 発音[vísit] → visiting 
    （～を訪問する）↑ 
         アクセントなし 

 

  <例外> cook → cooking 

     look → looking 

 

 ４）語尾が ie で終わる動詞：ie を y に変えて-ing をつける 

    lie → lying     die → dying 
    （横になる）   (死ぬ) 

 

Check 1 
 

（１）適切な be 動詞を入れて，英文を完成させなさい． 

 

 １）I (     ) playing badminton now. 

 ２）My sister (     ) playing badminton now. 

 ３）We (     ) playing badminton now. 

 ４）My mother and I (     ) playing badminton now. 

 ５）You (     ) playing badminton now. 

 

（２）次の各組の動詞を…ing 形にしなさい． 

 

 １）watch laugh   look 

 ２）write use   have 

 ３）sit put 

 ４）lie 
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Point 2 (NEW TREASURE p.103 Point1,2 参照) 
 

 現在進行形の否定文・疑問文 
 

  be 動詞の否定文・疑問文の作り方と同じである． 

 

 １）否定文 

 

肯定文 Mike is  playing the guitar. 

否定文 Mike is not playing the guitar. 

       （マイクはギターを弾いていません．） 

 

 ２）疑問文 

 

肯定文  Mike is playing the guitar. 

疑問文 Is Mike  playing the guitar? 

答えの文   Yes, he is. ／ No, he isn’t. 

       （マイクはギターを弾いていますか． 

－はい，弾いています．／いいえ，弾いていません．） 
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Check 2 
 

 次の文を，それぞれ①否定文②疑問文に書き換えなさい．②の疑問文に

は，指示にしたがって，Yes か No で始まる文で答えなさい． 

 

 １）He and his brother are cleaning their rooms. 〔Yes で答える〕 

   （彼と彼の兄は部屋の掃除をしています．） 

 

 ２）Mary is writing a letter now.  〔Yes で答える〕 

   （メアリーは今手紙を書いているところです．） 

 

 ３）The students are playing tennis now.  〔No で答える〕 

   （生徒たちは今テニスをしています．） 

 

 ４）My sister is skating on the lake.  〔No で答える〕 

   （私の妹は湖でスケートをしているところです．） 
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Point 3 (NEW TREASURE p.103 Point3 参照) 

 

 疑問詞を用いた疑問文 
 １）主語以外を尋ねたい場合 

  疑問詞のあとに疑問文の語順を続ける． 

 

  She is watching TV . 

 Is she  watching TV ? 

What is she  watching  ? 

 （彼女は何を見ていますか．） 

 

 －She is watching TV. （彼女はテレビを見ています．） 

 

  Tom is studying in the library . 

 Is Tom  studying in the library ? 

Where is Tom  studying  ? 

 （トムはどこで勉強していますか．） 

 

 －He is studying in the library . （彼は図書館で勉強しています．） 

 
 ２）主語にあたる部分を尋ねたい場合 

  疑問詞が文の主語に当たる場合は〈疑問詞＋be 動詞＋動詞の…ing

形～?〉の語順となり，答えは〈主語＋be 動詞.〉とする． 

 

My sister is playing the violin . 

Who is playing the violin ? 

 （誰がバイオリンを弾いていますか．） 

 

  －My sister is. （私の姉〔妹〕です．） 
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Check 3 
 
 次の文が答えになるように，下線部を問う疑問文を作りなさい．（２）

３）はいずれも you を主語にすること）． 

 

 １）We are singing. 

 ２）I am looking for my camera. 

 ３）I am studying English. 

 ４）He is playing the piano in his room. 
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Point 4 (NEW TREASURE p.105 Point1,2 参照) 

 

 現在形と現在進行形の違い 
 

  下の文はどちらも read という動詞で「読む」という動作を表してい

るが，「現在の習慣的な動作」を表す場合には現在形を，「起こってい

る最中のこと」を表す場合には現在進行形を使う． 

 

現在形 Tom reads the newspaper every day. 

  （トムは毎日，新聞を読みます．）←現在の習慣的な動作 

 

現在進行形 Tom is reading the newspaper now. 

  （トムは今，新聞を読んでいます．）←起こっている最中のこと 

 

 

 進行形にできない動詞 
 

  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」であ

る．つまり，動作を表す動詞は進行形になるが，動作を表さない動詞（＝

状態を表す動詞）は進行形にならない． 

 

 現在形 現在進行形 

動 

詞 

動作を表す（例: run） ○ ○ 

状態を表す（例: like） ○ × 

 

  状態を表す動詞の例： 

   like /love（～を愛している） / want 

   have / know / belong (to ～)（～に所属している） など 
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   like：「～が好きである」 

   × I am liking oranges. 

     I like oranges.（私はオレンジが好きです．） 

 

   want：「～を欲しいと思う」 

   × Her baby is wanting milk. 

     Her baby wants milk. 

     （彼女の赤ちゃんはミルクを欲しがっている．） 

 

   have：「(自分のものとして)持っている」の意味で 

   × He is having a dog. 

     He has a dog.（彼は犬を飼っています．） 

 

 ＜重要＞ 

  have が「～を食べる〔飲む〕」「(楽しみなど)を経験する」など，

動作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る． 

 

  They are having[=eating] dinner at the restaurant. 

  （彼らはレストランで夕食をとっているところです．） 

 

Check 4 
 

（１）次の英文を，違いに気をつけて訳しなさい． 

 

 １）Taro’s mother drinks milk every morning. 

   Taro is drinking water now. 

 ２）What does your sister do on Saturdays? *on Saturdays 土曜日には 

   What are you doing now? 

 ３）My cat sleeps on my bed every night. 

   My cat is sleeping on my bed. 
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（２）次の日本文を英語に直す場合，合っているものに○，間違っている

ものに×をつけなさい． 

 

 １）彼女はスヌーピーが好きだ． 

   (     ) She is liking Snoopy. 

   (     ) She likes Snoopy. 

 

 ２）シンゴには４人の子供がいます． 

   (     ) Shingo is having four children. 

   (     ) Shingo has four children. 

 

 ３）マユミはあの木の下にいる少年を知っている． 

   (     ) Mayumi knows the boy under that tree. 

   (     ) Mayumi is knowing the boy under that tree. 
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Point 5 (NEW TREASURE p.109 Communication 参照) 
 

 電話での応対表現 
 

 Ａ：Hello. 「もしもし．」 

   This is ～（＝自分の名前）speaking.「こちらは～です．」 

   Can〔May〕I speak to ～（相手の名前）?  

「～さんをお願いできますか．」 

 Ｂ：Speaking.「私です．」  

 

 （相手が電話に出られない場合） 

 Ｃ：She is out now.  Can〔May〕I take your message? 

   「彼女は今，外出中です．ご伝言を承りましょうか．」 

 

 

Check 5 
 

 次の対話が成り立つように，空所に適切な語を入れなさい． 

 

 Jane : Hello.  (     ) is Jane (     ).  (     ) I speak (     ) 

Bob, please? 

 Bob : Speaking. 



WINTER 1ENT Day1 

                                                                

 

 

14 

Exercises 

 

（１）次の英文をカッコ内の指示に従って書き換えなさい． 

 

 １）Grandma doesn’t lie on her sofa.    〔現在進行形に〕 

 ２）Does he listen to Japanese songs?    〔現在進行形に〕 

 ３）I walk to school with Mike.       〔現在進行形に〕 

 ４）She and I study French.      〔現在進行形に〕 

 ５）My father is speaking Chinese with them . 〔疑問文に〕 

 ６）Many students are running in the schoolyard. 〔疑問文に〕 

 ７）Hanako is playing the piano in Mika’s house. 〔否定文に〕 

 ８）I am washing the dishes. 〔否定文に〕 

 

（２）次のカッコ内に，ア～エの中から適切なものを選んで入れなさい． 

 

 １）I’m not (     ) a letter to him now. 

   ア．write イ．writes  ウ．am writing エ．writing 

 ２）She (     ) new desks and chairs. 

   ア．want イ．wants ウ．wanting エ．are wanting 

 ３）The water (     ) now. 

   ア．boil イ．boils ウ．is boiling エ．boiling 

 ４）Water (     ) at *100 degrees centigrade. 

*at 100 degrees centigrade（100 度で）boil（沸騰する） 

   ア．boil イ．boils ウ．boiling エ．is boiling 

 

（３）次のカッコ内の語を，現在形あるいは現在進行形にして下線部に入

れ，英文を完成させなさい．ただし，変える必要のない場合もある． 

 

 １）I         ( study ) social studies now. 

   I         ( like ) soccer very much. 
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 ２）Mike         ( have ) lunch with his parents now. 

   Mike         ( like ) Chinese food very much. 

 ３）We         ( love ) music. 

   We          ( play ) the violin now. 

 

（４）次の日本文を英語に直しなさい． 

 

 １）あなたがたは歯を磨いているところですか． 

 ２）私の母は居間でテレビを見ています． 

 ３）ナナミは今，プールで泳いでいるところです． 

 ４）彼はどこへ行くところですか． 

 ５）誰が今，朝食を食べているところですか？－私の兄です． 

 ６）あなたがたはここで何をしているのですか． 

   －私たちは宿題をしているところです． 

 ７）彼女は茶色の目と髪をしています． 

 ８）あなたは毎朝新聞を読みますか． 

 ９）あなたは彼らを知っていますか．－いいえ，知りません． 

 １０）ボブはオレンジジュースを飲んでいます． 

 １１）彼は毎日数学を勉強しています． 

 １２）私の両親は猫を１匹，犬を２匹飼っています． 

 １３）私は楽しんでいます． 

 


