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Step 4. 過去進行形の疑問文と答え方　 

Step 3. 過去進行形の否定文　 

空所をうめよう

空所をうめよう

⑴　  he studying then? （彼はそのとき，勉強していましたか。）

　　  they running? （彼らは走っていましたか。）

⑵　Were you playing tennis? （あなたはテニスをしていましたか。）

　― Yes, ∞ .  （はい，していました。）

　― No, ∞  .  / ― No, ∞  .

 （いいえ，していませんでした。）

⑴　∞ was  studying. （わたしは勉強していませんでした。）

　　We were  playing baseball then.
 （わたしたちはそのとき，野球をしていませんでした。）

⑵　He was not watching TV. （彼はテレビを見ていませんでした。）

　＝He  watching TV. 

　　They were not running then. （彼らはそのとき，走っていませんでした。）

　＝They  running then. 

⑴　過去進行形の疑問文はwas, wereを主語の前に出す
　　 現在進行形の疑問文➡ p.42 中1 Ｂ⑧現在進行形

⑵　過去進行形の疑問文に答えるときはwas, wereを使って，

　Yes, ～ was[were].またはNo, ～ was[were] not.とする 

　＊was notの短縮形はwasn’t，were notの短縮形はweren’t
 be動詞の過去の疑問文➡ p.８ Step 8.

⑴　過去進行形の否定文はwas, wereのうしろにnotを置く
 現在進行形の否定文➡ p.42 中1 Ｂ⑧現在進行形

⑵　was notの短縮形はwasn’t，were notの短縮形はweren’t
 be動詞の過去の否定文➡ p.8 Step 7.

学習日　　　／　　　過去進行形

1-2 過去進行形の否定文・疑問文
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□⑴　次の英文を否定文にしなさい。
□①　She was listening to music at that time.
　　　  at that time.
□②　∞ was having lunch at noon yesterday.
　　　  at noon yesterday.
□③　Yui and Kei were swimming then.
　　　

□⑵　次の日本語に合う英文になるように，  に適する語を書きなさい。
□①　1時間前には雨が降っていませんでした。
　　　∞ t  raining an hour ago.
□②　わたしたちはそのとき，勉強していませんでした。わたしたちは眠っていました。
　　　We    then.  We   .

□⑴　次の英文を疑問文にしなさい。
□①　You were playing the guitar at nine last night.
　　　  at nine last night?
□②　She was cleaning the room an hour ago.
　　　  an hour ago?
□③　Taro and Ken were looking for the dog in the park.
　　　  in the park?

□⑵　次の日本語に合う英文になるように，  に適する語を書きなさい。
□①　あなたたちはそのとき，写真を撮っていたのですか。― はい，撮っていました。
　　　Were you taking pictures then? ― , we .  
□②　昨夜10時には雪は降っていましたか。― はい，降っていました。でも今朝6時には雪

は降っていませんでした。今は雨が降っています。
Was it snowing at ten last night? 

　　― , it .　But it snowing at six this morning.
　　　∞ t    now.

Q 3 練習しよう

Q 4 練習しよう

　次の（　　）内の語を適する形（１語）に直しなさい。
　Hello, everyone.  I ①（ be ） Misaki.  I ②（ be ） not busy yesterday.  So I ③（ go ） to the 
library after lunch.  At about two, I ④（ be ） reading a book in the library.  Then I ⑤（ see ）
Maki and Keiko there.  They were ⑥（ do ） their homework.

□①  □②  □③
□④　  □⑤　  □⑥　

チャレンジ問題!! 今まで習ったものも含めて理解できているかな？

⑵②　否定文と肯定文，過去進行形と現在進行形のちがいに注意しよう。

過去進行形の否定文の形と，過去進行形の疑問文の形，疑問文への答え方を確認しよう。
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Step 2. 過去進行形の文　 

Step 1. 現在進行形の文　 

空所をうめよう

空所をうめよう

⑴　He was playing the guitar. （彼はギターを  。）

　　They were running then. （彼らはそのとき，  。）

⑵　∞  studying.  （わたしは勉強していました。）

　　He  studying. （彼は勉強していました。）

　　We  studying. （わたしたちは勉強していました。）

⑴　∞ am studying English now. （わたしは今，英語を  。）

　　He is practicing tennis. （彼はテニスを  。）

⑵　∞  watching TV now.  （わたしは今，テレビを見ています。）

　　He  watching TV now.  （彼は今，テレビを見ています。）

　　They  watching TV now.  （彼らは今，テレビを見ています。）

⑴　「～していました［しているところでした］」と過去のある時点で進行中の動作についていうときは，

過去進行形《was［were］＋動詞のing形》で表す

⑵　was, wereは主語によって使い分ける was,wereの使い分け➡ p.6 Step 6.

⑴　「（今）～しています［しているところです］」と現在行われている動作についていうときは，

　現在進行形《am［are, is］＋動詞のing形》で表す

 現在進行形の文，動詞のing形の作り方➡ p.41～42 中1 A～Ｃ⑧現在進行形

語尾 ing形の作り方 例
ふつう ingをつける play→playing

e eをとって ingをつける use→using
《短母音＋子音字》 子音字を重ねて ingをつける run→ running

⑵　am, are, isは主語によって使い分ける am, are, isの使い分け➡ p.37 中1 Ａ①be動詞

暗記例文 ∞  was reading  a book then.
わたしはそのとき，本を読んでいました。

学習日　　　／　　　過去進行形
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□⑴　次の日本語が表す英文をあとから選び，記号で答えなさい。
□①　わたしはそのとき，中国に滞在していました。 〔　　　　　〕
□②　わたしはその机を使っていました。 〔　　　　　〕
□③　わたしは昨夜の10時には眠っていました。 〔　　　　　〕
□④　わたしはそのとき，音楽を楽しんでいました。 〔　　　　　〕

ア　∞ lived in China then. イ　∞ was staying in China then.
ウ　∞ was a baseball fan. エ　∞ was very tired yesterday.
オ　∞ was using the desk. カ　∞ was enjoying music at that time.
キ　∞ was sleeping at ten last night. ク　∞ studied math last night.

□⑵　次の英文に合うものを（　　）内から選び，○で囲みなさい。
□①　∞ （ am, was ） practicing the guitar then.
□②　You （ are, were ） watching TV at nine yesterday.
□③　She （ was, were ） walking with her dog ten minutes ago.
□④　Hiro and Meg （ was, were ） talking with their teacher.
□⑤　Mr. Kimura （ was, were ） taking a bath at eight.
□⑥　Tom （ is, are, was, were ） studying in his room an hour ago, but he （ is, 

are, was, were ） playing soccer in the park now.

Q 2 練習しよう

□⑴　次の日本語が表す英文をあとから選び，記号で答えなさい。
□①　ケンジは公園でテニスをしています。 〔　　　　　〕
□②　ケンジはその自転車を使っています。 〔　　　　　〕
□③　ケンジは音楽を聞いています。 〔　　　　　〕

ア　Kenji is in the park. イ　Kenji is playing tennis in the park.
ウ　Kenji is listening to music. エ　Kenji was a soccer player.
オ　Kenji is using the bike. カ　Kenji went to the park yesterday.

□⑵　次の英文に合うものを（　　）内から選び，○で囲みなさい。
□①　We （ am, are, is ） eating lunch.
□②　She （ am, are, is ） talking with her friends.
□③　∞ （ am, are, is ） doing my homework.
□④　My mother （ am, are, is ） making dinner in the kitchen.
□⑤　Yuki and Junko （ am, are, is ） playing basketball at school.

Q 1 練習しよう

⑵⑥　文の前半と後半で時制が異なっていることに注意しよう。

現在進行形「（今）～しています［しているところです］」を復習し，
過去進行形「～していました［しているところでした］」を確認しよう。

この本の使い方

34

1-1. 次の英文に合うものを(　　)内から選び，○で囲みなさい。
□⑴　∞ （ is, am, are ） playing a video game now.

□⑵　We （ are, were ） cooking dinner in the kitchen at six yesterday.

□⑶　My brother （ is, was ） fishing in the river now.

□⑷　∞ （ am, was ） taking a bath then.

□⑸　Kate and Yumi （ was, were ） looking at the stars.

1-2. 次の英文を〔　　〕内の指示にしたがって書きかえなさい。
□⑴　Aya was practicing tennis at that time.　〔否定文に〕

　  at that time.

□⑵　They were running at school then.　〔6語で否定文に〕
　 

□⑶　∞ t was raining at seven yesterday.　〔①疑問文にして，②yesで，③noで答える〕
□①　 
□②　 
□③　 

□⑴　∞ （ is, am, are, was, were ） making curry for my family now.

□⑵　∞ （ is, am, are, was, were ） studying at home at nine last night.

□⑶　My parents （ is, am, are, was, were ） not staying in Australia then.

□⑷　（ ∞s, Are, Was, Were ） you talking with Ms. Sato then? 
　　ー No, ∞ （ am, am not, was, wasn’t ）.

□⑸　My father （ is, am, are, was, were ） washing his car now, but an hour ago he 
（ is, am, are, was, were ） reading a book in his room.

次の英文に合うものを(　　)内から選び，○で囲みなさい。ry!Try!T

学習日　　　／　　　

現在進行形の文・過去進行形の文
過去進行形の否定文・疑問文1-1

-2

仕上げページ 過去進行形

暗記例文

わたしはそのとき，本を読んでいました。
１ ２ ３

１ 学習する単元の重要事項を確かめます。
その単元で重要な文を示しています。

Step と同じ番号の問題を解きましょう。
はやや発展的な問題です。

今まで習ったものも含めて理解できている
かを確かめる問題です。

Q 練習しよう  の問題が解けるようになっているかチェックします。

ry!Try!T  単元の学習内容を利用する応用問題や，
 今まで習ったものを含めた応用問題です。

これまでに学習した文法事項をまとめたものです。
今まで習ったものでわからないものが出てきたとき，
もう一度ふりかえりたいときに確認しましょう。

覚える内容や注意すべき点をまとめています。

POINTの内容を確かめる空所補充問題です。

３ 単元の学習を終えたら，仕上げページに取り組みます。

２ 　  に対応する問題に取り組みます。１
Q 練習しよう

つなげよう！　これまでの復習
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Step 2. 過去進行形の文　 

Step 1. 現在進行形の文　 

空所をうめよう

空所をうめよう

⑴　He was playing the guitar. （彼はギターを  。）

　　They were running then. （彼らはそのとき，  。）

⑵　∞  studying.  （わたしは勉強していました。）

　　He  studying. （彼は勉強していました。）

　　We  studying. （わたしたちは勉強していました。）

⑴　∞ am studying English now. （わたしは今，英語を  。）

　　He is practicing tennis. （彼はテニスを  。）

⑵　∞  watching TV now.  （わたしは今，テレビを見ています。）

　　He  watching TV now.  （彼は今，テレビを見ています。）

　　They  watching TV now.  （彼らは今，テレビを見ています。）

⑴　「～していました［しているところでした］」と過去のある時点で進行中の動作についていうときは，

過去進行形《was［were］＋動詞のing形》で表す

⑵　was, wereは主語によって使い分ける was,wereの使い分け➡ p.49 中1 Ａ⑬be動詞（過去）

⑴　「（今）～しています［しているところです］」と現在行われている動作についていうときは，

　現在進行形《am［are, is］＋動詞のing形》で表す

 現在進行形の文，動詞のing形の作り方➡ p.45～46 中1 A～Ｃ⑧現在進行形

語尾 ing形の作り方 例
ふつう ingをつける play→playing

e eをとって ingをつける use→using
《短母音＋子音字》 子音字を重ねて ingをつける run→ running

⑵　am, are, isは主語によって使い分ける am, are, isの使い分け➡ p.42 中1 Ａ①be動詞

暗記例文 ∞  was reading  a book then.
わたしはそのとき，本を読んでいました。

学習日　　　／　　　過去進行形

1-1 現在進行形の文・過去進行形の文
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□⑴　次の日本語が表す英文をあとから選び，記号で答えなさい。
□①　わたしはそのとき，中国に滞在していました。 〔　　　　　〕
□②　わたしはその机を使っていました。 〔　　　　　〕
□③　わたしは昨夜の10時には眠っていました。 〔　　　　　〕
□④　わたしはそのとき，音楽を楽しんでいました。 〔　　　　　〕

ア　∞ lived in China then. イ　∞ was staying in China then.
ウ　∞ was a baseball fan. エ　∞ was very tired yesterday.
オ　∞ was using the desk. カ　∞ was enjoying music at that time.
キ　∞ was sleeping at ten last night. ク　∞ studied math last night.

□⑵　次の英文に合うものを（　　）内から選び，○で囲みなさい。
□①　∞ （ am, was ） practicing the guitar then.
□②　You （ are, were ） watching TV at nine yesterday.
□③　She （ was, were ） walking with her dog ten minutes ago.
□④　Hiro and Meg （ was, were ） talking with their teacher.
□⑤　Mr. Kimura （ was, were ） taking a bath at eight.
□⑥　Tom （ is, are, was, were ） studying in his room an hour ago, but he （ is, 

are, was, were ） playing soccer in the park now.

Q 2 練習しよう

□⑴　次の日本語が表す英文をあとから選び，記号で答えなさい。
□①　ケンジは公園でテニスをしています。 〔　　　　　〕
□②　ケンジはその自転車を使っています。 〔　　　　　〕
□③　ケンジは音楽を聞いています。 〔　　　　　〕

ア　Kenji is in the park. イ　Kenji is playing tennis in the park.
ウ　Kenji is listening to music. エ　Kenji was a soccer player.
オ　Kenji is using the bike. カ　Kenji went to the park yesterday.

□⑵　次の英文に合うものを（　　）内から選び，○で囲みなさい。
□①　We （ am, are, is ） eating lunch.
□②　She （ am, are, is ） talking with her friends.
□③　∞ （ am, are, is ） doing my homework.
□④　My mother （ am, are, is ） making dinner in the kitchen.
□⑤　Yuki and Junko （ am, are, is ） playing basketball at school.

Q 1 練習しよう

⑵⑥　文の前半と後半で時制が異なっていることに注意しよう。

現在進行形「（今）～しています［しているところです］」を復習し，
過去進行形「～していました［しているところでした］」を確認しよう。
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Step 4. 過去進行形の疑問文と答え方　 

Step 3. 過去進行形の否定文　 

空所をうめよう

空所をうめよう

⑴　  he studying then? （彼はそのとき，勉強していましたか。）

　　  they running? （彼らは走っていましたか。）

⑵　Were you playing tennis? （あなたはテニスをしていましたか。）

　― Yes, ∞ .  （はい，していました。）

　― No, ∞  .  / ― No, ∞  .

 （いいえ，していませんでした。）

⑴　∞ was  studying. （わたしは勉強していませんでした。）

　　We were  playing baseball then.
 （わたしたちはそのとき，野球をしていませんでした。）

⑵　He was not watching TV. （彼はテレビを見ていませんでした。）

　＝He  watching TV. 

　　They were not running then. （彼らはそのとき，走っていませんでした。）

　＝They  running then. 

⑴　過去進行形の疑問文はwas, wereを主語の前に出す
　　 現在進行形の疑問文➡ p.45 中1 Ｂ⑧現在進行形

⑵　過去進行形の疑問文に答えるときはwas, wereを使って，

　Yes, ～ was[were].またはNo, ～ was[were] not.とする 

　＊was notの短縮形はwasn’t，were notの短縮形はweren’t
 be動詞の過去の疑問文➡ p.49 中1 Ｂ⑬be動詞（過去）

⑴　過去進行形の否定文はwas, wereのうしろにnotを置く
 現在進行形の否定文➡ p.45 中1 Ｂ⑧現在進行形

⑵　was notの短縮形はwasn’t，were notの短縮形はweren’t
 be動詞の過去の否定文➡ p.49 中1 Ｂ⑬be動詞（過去）

学習日　　　／　　　過去進行形

1-2 過去進行形の否定文・疑問文
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□⑴　次の英文を否定文にしなさい。
□①　She was listening to music at that time.
　　　  at that time.
□②　∞ was having lunch at noon yesterday.
　　　  at noon yesterday.
□③　Yui and Kei were swimming then.
　　　

□⑵　次の日本語に合う英文になるように，  に適する語を書きなさい。
□①　1時間前には雨が降っていませんでした。
　　　∞ t  raining an hour ago.
□②　わたしたちはそのとき，勉強していませんでした。わたしたちは眠っていました。
　　　We    then.  We   .

□⑴　次の英文を疑問文にしなさい。
□①　You were playing the guitar at nine last night.
　　　  at nine last night?
□②　She was cleaning the room an hour ago.
　　　  an hour ago?
□③　Taro and Ken were looking for the dog in the park.
　　　  in the park?

□⑵　次の日本語に合う英文になるように，  に適する語を書きなさい。
□①　あなたたちはそのとき，写真を撮っていたのですか。― はい，撮っていました。
　　　Were you taking pictures then? ― , we .  
□②　昨夜10時には雪は降っていましたか。― はい，降っていました。でも今朝6時には雪

は降っていませんでした。今は雨が降っています。
Was it snowing at ten last night? 

　　― , it .　But it snowing at six this morning.
　　　∞ t    now.

Q 3 練習しよう

Q 4 練習しよう

　次の（　　）内の語を適する形（１語）に直しなさい。
　Hello, everyone.  I ①（ be ） Misaki.  I ②（ be ） not busy yesterday.  So I ③（ go ） to the 
library after lunch.  At about two, I ④（ be ） reading a book in the library.  Then I ⑤（ see ）
Maki and Keiko there.  They were ⑥（ do ） their homework.

□①  □②  □③
□④　  □⑤　  □⑥　

チャレンジ問題!! 今まで習ったものも含めて理解できているかな？

⑵②　否定文と肯定文，過去進行形と現在進行形のちがいに注意しよう。

過去進行形の否定文の形と，過去進行形の疑問文の形，疑問文への答え方を確認しよう。

SAM
PLE



6

Step 6. 未来を表す語句　 

Step 5. be going to ～の文　 

空所をうめよう

空所をうめよう

⑴　∞ ’m going to run tomorrow. （わたしは  ，走るつもりです。）

　　He is going to see her next week.
 （彼は  ，彼女に会う予定です。）

⑵　Aki got up at six  Sunday.
 （アキはこの前の日曜日，6時に起きました。）

　　Aki is going to get up at six  Sunday.

 （アキは次の日曜日，6時に起きるつもりです。）

⑴　∞ am going to visit Canada. 
 （わたしはカナダを訪れる 。）

　　He’s going to play tennis. （彼はテニスをする 。）

⑵　∞  going to study math. （わたしは数学を勉強するつもりです。）

　　He  going to buy a bag. （彼はバッグを買う予定です。）

　　We  going to make sushi. （わたしたちはすしを作る予定です。）

⑴　未来を表す語句

　　tomorrow （～）「明日（の～）」　（例） tomorrow morning（明日の朝）

　　next ～「次の～，来～」　（例） next Sunday（次の日曜日）, next month（来月）

⑵　未来を表す語句と過去を表す語句

　　tomorrow「明日」 ⬅➡  yesterday「きのう」　　next ～「次の～」 ⬅➡  last ～「この前の～」
　　＊today「今日」やthis ～「この～」は状況に応じて過去・現在・未来の文で使われるので注意

⑴　《be going to＋動詞の原形》で「～するつもり[予定]だ」  

という未来の意味を表す

⑵　be動詞は主語によってam, are, isを使い分ける

 be動詞の現在形➡ p.42 中1 A①be動詞

≪主語＋be動詞≫の短縮形
∞ am → ∞’m you are → you’re 
he is → he’s she is → she’s　
it is → it’s we are → we’re
they are → they’re

これもcheck !

暗記例文 ∞  am going to  visit my uncle tomorrow.
わたしは明日，わたしのおじを訪ねる予定です。

学習日　　　／　　　be going to ～

2-1 be going to ～

SAM
PLE
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□⑴　次の日本語に合う英文になるようにあとから適するものを選び，記号で答えなさい。
□①　わたしたちは明日，公園を掃除する予定です。
　　　We’re going to clean the park （　　）.  〔　　　　　〕
□②　トムは来月，日本に出発するつもりです。
　　　Tom is going to leave for Japan （　　）.  〔　　　　　〕
□③　わたしは次の日曜日，買い物に行く予定です。
　　　∞ ’m going to go shopping （　　）.  〔　　　　　〕

ア　next month イ  next Saturday　　　　　ウ　tomorrow
エ　next Sunday  オ　tomorrow morning

□⑵　次の英文に合うものを（　　）内からすべて選び，○で囲みなさい。
□①　∞ ’m going to play basketball （ yesterday, tomorrow ）.
□②　She’s going to have a vacation （ next, last ） month.
□③　They are going to dance on the stage （ today, tomorrow ）.
□④　Emi （ is, am, are ） going to make dinner （ last, this ） Friday.
□⑤　（ We, We’re ） going to travel （ this, next ） year.

Q 6 練習しよう

□⑴　次の日本語が表す英文をあとから選び，記号で答えなさい。
□①　彼女は宿題をする予定です。 〔　　　　　〕
□②　彼女はピアノを練習する予定です。 〔　　　　　〕
□③　彼女は友達に会う予定です。 〔　　　　　〕

ア　She is in her room. イ　She is going to practice the piano.
ウ　She’s going to meet her friends. エ　She plays video games. 
オ　She is watching TV.  カ　She is going to do her homework.

□⑵　次の日本語に合う英文になるように，（　　）内から適語を選び，○で囲みなさい。
□①　わたしは明日，マキにメールを書くつもりです。
　　　∞ （ is, am, are ） going to write an e-mail to Maki tomorrow. 
□②　わたしたちは次の夏，カナダに戻ってくる予定です。
　　　We （ is, am, are ） going to come back to Canada next summer.
□③　彼は来年，レストランで働くつもりです。
　　He （ is, am, are ） going to work at a restaurant next year.

Q 5 練習しよう

⑵③～⑤　todayやthis ～は状況によって未来の文にも使えることに注意しよう。

未来を表すbe going to ～の文（「～するつもりです」「～する予定です」）の形と未来を表す語句
を確認しよう。

SAM
PLE




