《英語の女神》No.6
学習 POINT

過去進行形 ②

一般動詞を使ったいろいろな文

〔例題〕 下線部に注意して、次の英文の日本語訳の空所を埋めなさい。
(1) That student studies English every day.
)。

あの生徒は毎日英語を(
(2) That student studied English last Wednesday.

)。

あの生徒はこの前の水曜日英語を(
(3) That student is studying English now.
)。

あの生徒は今英語を(
(4) That student was studying English then.

)。

あの生徒はそのとき英語を(

〔解答・解説〕
(1) That student studies English every day.
一般動詞 study(～を勉強する)に 3 単現の s が付いたものです。すなわち現在形の文
です。日本語訳は、「勉強します」となります。

(2) That student studied English last Wednesday.
一般動詞 study(～を勉強する)に ed が付いたものです。すなわち過去形の文です。
日本語訳は、「勉強しました」となります。

(3) That student is studying English now.
be 動詞＋一般動詞(原形)ing の形、すなわち進行形です。be 動詞は is が使われている
ので、現在進行形の文です。日本語訳は、「勉強しています」となります。

(4) That student was studying English then.
be 動詞＋一般動詞(原形)ing の形、すなわち進行形です。be 動詞は was が使われている
ので、過去進行形の文です。日本語訳は、「勉強していました」となります。

［ポイント］
・ 主語

3 単現の s が付く場合もある

＋

一般動詞

「～します」
〈現在形〉

・

主語

＋

一般動詞の過去形

「～しました」
〈過去形〉

・

主語

＋

be 動詞(is・am・are)＋一般動詞(原形)ing

「～しています」
〈現在進行形〉

・

主語

＋

be 動詞(was・were)＋一般動詞(原形)ing

「～していました」
〈過去進行形〉

1

1 下線部に注意して、次の英文の日本語訳の空所を埋めなさい。
(1) ① We listen to these CDs.
私達はこれらの CD を(
)。
② We listened to these CDs.
私達はこれらの CD を(
)。
③ We are listening to these CDs.
私達はこれらの CD を(
)。
④ We were listening to these CDs.
私達はこれらの CD を(
)。
(2) ① His father is sitting on that chair now.
彼の父は今あの椅子に(
)。
② His father sat on that chair this morning.
彼の父は今朝あの椅子に(
③ His father sits on that chair every evening.
彼の父は毎晩あの椅子に(
④ His father was sitting on that chair then.
彼の父はそのときあの椅子に(
(3) ① Mr. Smith was studying Japanese then.
スミス先生はそのとき日本語を(
② Mr. Smith studied Japanese two days ago.
スミス先生は 2 日前日本語を(
③ Mr. Smith studies Japanese every Tuesday.
スミス先生は毎週火曜日に日本語を(
④ Mr. Smith is studying Japanese now.
スミス先生は今日本語を(

)。
)。
)。
)。
)。
)。

)。

・・・問題以下省略・・・

2

次の日本文に合うように、〔
〕内の語を並べ替え、英文を完成しなさい。ただし、先頭に
くる語も小文字で示してある。
(1) 私達は今理科を勉強しています。
〔 science / are / now / studying / we 〕.

(2) 彼女の母は毎朝この近くで走ります。
〔 runs / morning / here / her / near / every / mother 〕.

(3) スミス先生はそのとき中国語を話していました。
〔 was / Chinese / Mr. Smith / then / speaking 〕.
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・・・問題以下省略・・・

3 次の( )内から適語を選び、日本語に合う英文を完成しなさい。
(1) 私の父は毎朝公園で走ります。
My father ( run / runs / is running / was running ) in the park every morning.
(2) 彼女はあなたを待っていました。
She ( waits / waited / is waiting /

was waiting ) for you.

(3) 私達は数学を勉強しました。
We ( study / studied / are studying /

were studying ) math.

(4) あなたの妹は今私の自転車を使っています。
Your sister ( use / uses / is using / was using ) my bike now.
・・・問題以下省略・・・

4 次の各文を、〔 〕の指示に従って書き換えなさい。
(1) I study science. 〔下線部を My sister に替えて〕

(2) His father runs in this park. 〔過去進行形〕

(3) My sister leaves home before seven every morning.

(4) She writes a letter after dinner.

〔下線部を yesterday morning に替えて〕

〔下線部を now に替えて〕

・・・問題以下省略・・・

5 次の(
)内に適語を入れ、日本語に合う英文を完成しなさい。
(1) 私達は今この公園でサッカーをしています。
We (
)(
) soccer in this park now.
(2) 彼は毎晩 11 時に寝ます。
He (
) to bed at eleven every evening.
(3) あなたの弟は私のコンピュータを使っています。
Your brother (
)(
) my computer.
(4) あの先生は中国語を話しました。
That teacher (
) Chinese.
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・・・問題以下省略・・・

6 次の日本文を英語に直しなさい。
(1) ① 私は野球をします。

② 私は野球をしました。

③ 私は野球をしています。

④ 私は野球をしていました。

(2) ① 彼は英語を勉強しました。

② 彼は英語を勉強していました。

③ 彼は英語を勉強しています。

④ 彼は英語を勉強します。

(3) ① 彼女は私の部屋を使っています。

② 彼女は私の部屋を使います。

③ 彼女は私の部屋を使いました。

④ 彼女は私の部屋を使っていました。

・・・問題以下省略・・・
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