
 

過去進行形のまとめ 

基本 

１ 動詞の ing形  次の動詞は原形です。 それぞれ ing形に直して書きなさい。 

（１） eat （２） watch （３） play （４） study 

 eating  watching  playing  studying 
        
（５） use （６） make （７） take （８） write 

 using  making  taking  writing 
        

（９） have （10） run （11） swim （12） sit 

 having  running  swimming  sitting 

 

２ 過去進行形の英文   

① 次の日本語の意味を表すように，（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。  ※ただし，それぞれ不要な語が 

１語あります。 

（１） ボブと私は海で泳いでいました。 （ swimming /  Bob and I  /  in the sea  /  was  /  were  / . ） 

 
Bob and I were swimming in the sea. 

  
（２） 彼女はテレビを見ていました。 （  was  /  TV  /  she  /  watched  /  watching  / . ） 

 
She was watching TV. 

② 次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） I played tennis.   （過去進行形の文に） I was playing tennis. 

（２） We had lunch.   （過去進行形の文に） We were having lunch. 

（３） He ran in the park. （thenを加えて過去進行形の文に） He was running in the park then. 

（４） She was listening to music then.  （日本語に） 彼女はそのとき音楽を聴いていました。 

（５） 彼はテレビを見ていました。  （英語に） He was watching TV. 

（６） 私たちは英語を勉強していました。  （英語に） We were studying English. 

（７） 彼女はそのとき昼食をつくっていました。  （英語に） She was making lunch then. 

   

３ 過去進行形の否定文  次の文を否定文に書きかえなさい。 

 She was reading a book. She was not reading a book. 

 

４ 過去進行形の疑問文  次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） He was running then.  （疑問文に） Was he running then ? 

（２） あなたはそのとき何をしていましたか。  （英語に） What were you doing then ? 



 

発展 ～余裕がある人はチャレンジ～ 

問題１  次の文を日本語にしなさい。 

 My parents were watching a baseball game on TV at that time. 

 
私の両親は，そのときテレビで野球の試合を見ていました。 

  
 

問題２  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） Did your sister write a letter ? （過去進行形の文に） 

 
Was your sister writing a letter ? 

  
（２） Did Bob and Jun run in the park ? （過去進行形の文に） 

 
Were Bob and Jun running in the park ? 

  
（３） We aren’t studying now. （ nowを at that timeにかえて ） 

 
We weren’t studying at that time. 

  
（４） They didn’t swim in the river. （過去進行形の文に） 

 
They weren’t swimming in the river. 

  
（５） Jim and Lisa sit under the tree. （過去進行形の文に） 

 
Jim and Lisa were sitting under the tree. 

  
（６） He was playing soccer in the park. （下線部をたずねる疑問文に） 

 
Where was he playing soccer ? 

  
（７） She was reading a book. （下線部をたずねる疑問文に） 

 
What was she doing ? 

  
 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） あなたはそのとき音楽を聴いていたのですか。 Were you listening to music then ? 

（２） あなたは図書館で何を読んでいましたか。 What were you reading in the library ? 

（３） 私は科学についての本を読んでいました。 I was reading a book about science. 

（４） 彼女はそこで何をしていましたか。 What was she doing there ? 

（５） あなたはそこで何をつくっていましたか。 What were you making there ? 

（６） あなたは何の教科を勉強していましたか。 What subject were you studying ? 

（７） 彼女は台所で母親の手伝いをしていました。 She was helping her mother in the kitchen. 

 



 

基本 解答 

１ 動詞の ing形  次の動詞は原形です。 それぞれ ing形に直して書きなさい。 

（１） eat （２） watch （３） play （４） study 

 eating  watching  playing  studying 
        
（５） use （６） make （７） take （８） write 

 using  making  taking  writing 
        

（９） have （10） run （11） swim （12） sit 

 having  running  swimming  sitting 

 

２ 過去進行形の英文   

① 次の日本語の意味を表すように，（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。  ※ただし，それぞれ不要な語が 

１語あります。 

（１） ボブと私は海で泳いでいました。 （ swimming /  Bob and I  /  in the sea  /  was  /  were  / . ） 

 
Bob and I were swimming in the sea. 

  
（２） 彼女はテレビを見ていました。（  was  /  TV  /  she  /  watched  /  watching  / . ） 

 
She was watching TV. 

② 次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） I played tennis.   （過去進行形の文に） I was playing tennis. 

（２） We had lunch.   （過去進行形の文に） We were having lunch. 

（３） He ran in the park. （thenを加えて過去進行形の文に） He was running in the park then. 

（４） She was listening to music then.  （日本語に） 彼女はそのとき音楽を聴いていました。 

（５） 彼はテレビを見ていました。  （英語に） He was watching TV. 

（６） 私たちは英語を勉強していました。  （英語に） We were studying English. 

（７） 彼女はそのとき昼食をつくっていました。  （英語に） She was making lunch then. 

   

３ 過去進行形の否定文  次の文を否定文に書きかえなさい。 

 She was reading a book. She was not reading a book. 

 

４ 過去進行形の疑問文  次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） He was running then.  （疑問文に） Was he running then ? 

（２） あなたはそのとき何をしていましたか。  （英語に） What were you doing then ? 



 

発展 解答 

問題１  次の文を日本語にしなさい。 

 My parents were watching a baseball game on TV at that time. 

 
私の両親は，そのときテレビで野球の試合を見ていました。 

  
 

問題２  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） Did your sister write a letter ? （過去進行形の文に） 

 
Was your sister writing a letter ? 

  
（２） Did Bob and Jun run in the park ? （過去進行形の文に） 

 
Were Bob and Jun running in the park ? 

  
（３） We aren’t studying now. （ nowを at that timeにかえて ） 

 
We weren’t studying at that time. 

  
（４） They didn’t swim in the river. （過去進行形の文に） 

 
They weren’t swimming in the river. 

  
（５） Jim and Lisa sit under the tree. （過去進行形の文に） 

 
Jim and Lisa were sitting under the tree. 

  
（６） He was playing soccer in the park. （下線部をたずねる疑問文に） 

 
Where was he playing soccer ? 

  
（７） She was reading a book. （下線部をたずねる疑問文に） 

 
What was she doing ? 

  
 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） あなたはそのとき音楽を聴いていたのですか。 Were you listening to music then ? 

（２） あなたは図書館で何を読んでいましたか。 What were you reading in the library ? 

（３） 私は科学についての本を読んでいました。 I was reading a book about science. 

（４） 彼女はそこで何をしていましたか。 What was she doing there ? 

（５） あなたはそこで何をつくっていましたか。 What were you making there ? 

（６） あなたは何の教科を勉強していましたか。 What subject were you studying ? 

（７） 彼女は台所で母親の手伝いをしていました。 She was helping her mother in the kitchen. 

 

 


