


1  次の絵の中の語（句）を使って，「…は今，～しています。」という英文を書きなさい。

　　　Ken is watching TV now.

□⑴ I am speaking English now.
□⑵ Saki is playing the piano now.
□⑶ They are reading books now.

2  次の英文が「…は今～しています。」という意味になるように（　　）内の語を適切な形に直して全文を書きなさい。
　　　I am （watch） TV. → I am watching TV now.

□⑴ I am （study） science.

   I am studying science now.
□⑵ You are （use） a pencil.

   You are using a pencil now.
□⑶ She is （practice） tennis.

   She is practicing tennis now.
□⑷ They are （chat） on the lawn.

   They are chatting on the lawn now.

3  次の（　　）内の語（句）を使って，「…は今～しています。」という英文を書きなさい。
　　　（I，read a book）→ I am reading a book now.

□⑴ （Kenji and Akira，play soccer）

   Kenji and Akira are playing soccer now.
□⑵ （my mother，cook curry and rice）

   My mother is cooking curry and rice now.
□⑶ （we，have breakfast）

   We are having breakfast now.

4  次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。
□⑴ 私は今，音楽を聞いています。

   I am  listening to music now.

□⑵ ケンジとアキラは今，公園で野球をしています。

   Kenji and Akira are  playing  baseball in the park now.

□⑶ 私の父は今，走っています。

   My father is  running  now.
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A 次の日本語を英語にしなさい。⑾は指示にしたがって書きなさい。
□⑴　ベンチ  bench 　　□⑵　短い休み  break
□⑶　芝生  lawn 　　□⑷　（学校の）時限 period
□⑸　休み，休憩  recess 　　□⑹　～を持ってくる bring
□⑺　おしゃべりをする  chat 　　□⑻　毎日の daily
□⑼ １番目の，最初の  first 　　□⑽　皆さん，みんな，だれでも everybody
□⑾ we areの短縮形  we’re

B 次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。
□⑴ １時限は８時 30 分に始まります。

   The first  period  starts at 8:30.

□⑵ あなたは北海道出身ですよね。

   You’re from Hokkaido, right ?

□⑶ 私たちは昼食のあとに 30 分間歩きます。

   We walk for  30 minutes after  lunch.

□⑷ 私は昨日，午前の軽食をとりました。　I had morning tea  yesterday.

□⑸ これはジェーンからの手紙です。　This is a letter from  Jane.

□⑹ 今，シドニーでは 11：00 です。　 It’s  11:00 in Sydney.

1  次の英文を現在進行形の文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書きなさい。
□⑴ He studies math.

   He is  studying math now.

□⑵ Our teacher watches a baseball game on TV.

   Our teacher is  watching a baseball game on TV.

□⑶ My parents swim at the beach.

   My parents are  swimming at the beach. （注）　beach：浜
はま

辺
べ

2  　　　 次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。
□⑴ 私は今，英語の本を読んでいます。

   I am  reading  an English book now.

□⑵ サキと私は今，おしゃべりをしています。

   Saki and I are  chatting  now.

□⑶ あの人たちは今，昼食を食べているところです。

   Those people are  eating［having］ lunch now.

□⑷ みんなが今，テニスを練習をしているところです。

   Everybody is  practicing tennis now.

単語・語句単語・語句

first period＝「１時限」

～, right? ＝「～ですよね。」

for ～＝「～の間」，after ～＝「～のあとに」

from ～＝「～から」

文法文法

studies ＝ studyの３人称単数現在形。

watches＝watchの３人称単数現在形。

parents＝「両親」で複数なので，be動詞はareを使う。

日本文だけを見て英文を
言えるようにしよう。

主語が 複数→areを使う。
chat は t を重ねて ingをつける。
people（ 人々）は複数→areを使う。

haveはeをとってingをつける。
every bodyは単数扱い→ isを使う。

practiceはeをとってingをつける。
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