
＜１―３＞過去に動作していたことについて言えるようにしよう。(教科書 P12/13、ワーク P10/11) 

＜基本文＞過去のあるときに「～していました。」と説明するときは＜was(were)＋一般動詞 ing 形> 

A: I saw Polly this morning. 「私は今朝ポリーを見かけたよ。」 
B: Oh, really?         「まあ、本当？」                        
   
  What  was she doing ?  「彼女は何をしていたのですか。」 

  何    ～していたところ？ 

A: She  was running  in the park     「彼女は公園で走っていましたよ。」 
彼女は  走っているところ      公園内を 

「～した。しました。」ではなく、「～していました。（している最中・ところだった。）」と動作が進行していたことを表す

には、be 動詞の過去形(was,were)と一般動詞の ing 形をセットで使います。 

 

現在進行形 「～しているところです。最中です。～しています。」 

過去進行形 「～しているところでした。最中でした。～していました。」 

どちらの進行形も＜主語 ＋ be 動詞 ＋ 動詞の ing 形＞を使い、 

be 動詞が現在形(am, is, are)なら現在進行形、 過去形(was, were)なら過去進行形となる。 

 

過去進行形の意味 

過去進行形は「∼していました。～しているところ・最中でした。」という意味で、過去の時点でしていた動作を表しま

す。 現在進行形との違いを比べてみましょう。 

 

現在進行形と過去進行形 

現在進行形  He is run○n ing now. 彼は今、走っています。 

過去進行形  He was run○n ing at six in the morning. 彼は朝 6 時に走っていました。 

現在進行形  They are watching TV now. 彼らは今、テレビを見ているところです。 

過去進行形  They were watching TV then. 彼らはそのときテレビを見ているところでした。 

※現在進行形では now「今」がよく使われるが、過去進行形では then「そのとき」がよく使われる。 

 

過去形と過去進行形 過去形「～した。しました。」  過去進行形「～していた。しているところ･最中だった。」 

過去形    They      played soccer yesterday.     彼らは昨日サッカーをした。 

過去進行形 They were playing soccer then.          彼らはそのときサッカーをしていた。  

※過去進行形は過去のある時点(「~時に」「そのとき」など)で継続中の動作を表す。 

 

例文 

I was playing tennis. 私はテニスをしていた。 

They were studying English then. 彼らはそのとき英語を勉強中でした。 

Mike was cooking in the kitchen. マイクは台所で料理をしていました。 



疑問文  「～していましたか。～しているところ・最中でしたか。」 

過去進行形の疑問文はbe動詞(was, were)を文頭に出す。「be動詞、主語の前(に)出し、疑問文」
と覚えましたね。 

Was(Were) + 主語 + 動詞の ing 形 ・・・?    

【答え方】    Yes, ~ was. / No, ~ wasn't.     Yes, ~ were. / No, ~ weren't. 

 

肯定文   Ken was studying English then. ケンはそのとき英語を勉強していました。 

 

疑問文   Was Ken studying English then?      【答え方】 Yes, he was./ No, he wasn't.  

       ケンはそのとき英語を勉強していましたか。          はい、していました。/いいえ、していませんでした。 

 

現在進行形と過去進行形 

現在進行形   Is she swim○m ing now? 彼女は今、泳いでいますか。   Yes, she is. はい、泳いでいます。 

過去進行形 Was she swim○m ing then? 彼女はそのとき泳いでいましたか。Yes, she was. はい、泳いでいました。 

 

例 

Were you washing the dishes then?     あなたはそのとき皿を洗っていたのですか。 

Was Tom crying? No, she wasn't.       トムは泣いていましたか。いいえ、泣いていませんでした。 

What were you doing then?           あなたはそのとき何をしていたのですか。 

Where were they playing baseball?       彼らはどこで野球をしていたのですか。 

 

否定文 「～していなかった。～していませんでした。～しているところ・最中ではありませんでした。」 
過去進行形の否定文は be 動詞(was, were)の後に not をいれる。「be 動詞、not をつければ、否定
文」と覚えましたね。 
 

主語 + wasn't(weren't) + 動詞の ing 形 ・・・.  「~していなかった」  

肯定文   I was     looking for Bob.   私はボブを探していた。 

否定文   I was not looking for Bob.   私はボブを探していなかった。 

肯定文   They were    playing soccer then.  彼らはそのときサッカーをしていました。 

否定文   They weren't  playing soccer then. 彼らはそのときサッカーをしていませんでした。 
「～ではなかった。いなかった。」などの was not, were not の短縮形は wasn't, weren't となります。 
 

現在進行形と過去進行形 

現在進行形   My brother isn't singing a song now.     兄は今、歌を歌っていない。 

過去進行形   My brother wasn't singing a song then.   兄はそのとき、歌を歌っていなかった。 

 



＜１―３＞過去に動作していたことについて言えるようにしよう。(教科書 P12/13、ワーク P10/11) 

＜基本文＞過去のあるときに「～していました。」と説明するときは＜was(were)＋一般動詞 ing 形> 

A: I saw Polly this morning. 「私は今朝ポリーを見かけたよ。」 
B: Oh, really?         「まあ、本当？」                        
   
  What  was she doing ?  「彼女は何をしていたのですか。」 

  何    ～していたところ？ 

A: She  was running  in the park     「彼女は公園で走っていましたよ。」 
彼女は  走っているところ      公園内を 

「～した。しました。」ではなく、「～していました。（している最中・ところだった。）」と動作が進行していたことを表す

には、be 動詞の過去形と一般動詞の ing 形をセットで使います。 
 
次の英文の意味を書きなさい。 
1. I am studying English now. 
 
 
2. Keiko was studying math at 8:00PM. 
 
 
3. My sister wasn’t cooking lunch then.           ※then…そのとき 
 
 
4.  Were you watching TV at 7:00 this morning? 
 
 
5.  What was your sister doing at noon yesterday? 
 
 
 
次の質問に答えよう。 
1.  Were you eating breakfast at 7:00 this morning? 
 
 
2.  What were you doing at 9:00 last night? 
 
 
次の語を正しく並べ替えなさい。 
１． 彼らはそのときテレビを見ていましたか？ 

(  TV  /  were  /  then  /  watching  /  they  /  ?  ) 
 
 
２． あなたはどこでサッカーをしていたんですか？ 

(  playing  /  where  /  you  /  were  /  soccer  /  ?  ) 
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＜１―３＞過去に動作していたことについて言えるようにしよう。(教科書 P12/13、ワーク P10/11) 

＜基本文＞過去のあるときに「～していました。」と説明するときは＜was(were)＋一般動詞 ing 形> 

A: I saw Polly this morning. 「私は今朝ポリーを見かけたよ。」 
B: Oh, really?          「まあ、本当？」                        
   What  was she doing ?  「彼女は何をしていたのですか。」 

  何    ～している最中でしたか。 

A: She  was running  in the park     「彼女は公園で走っていましたよ。」 
彼女は  走っているところでした。      公園内を 

＜新語＞意味を書いてから、つづりを練習しよう。 
hobby, hobbies<ﾎﾋﾞｰ(ｽﾞ)>           read<ﾚｯﾄﾞｩ>                                            

noon<ﾇｰﾝ>                     cherry<ﾁｪﾘｰ>                                                              
blossom(s)<ﾌﾞﾗｻﾑ(ｽﾞ)>                       people<ﾋﾟｰﾎﾟｰ>                                                             

under<ｱﾝﾀﾞｰ>                              tree<ﾄｩﾘｰ>                                 
party, parties<ﾊﾟｰﾃｨｰ(ｽﾞ)>                   said<ｾﾄﾞｩ>                                  
miss<ﾐｽ>                                  hunting<ﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ>                                                                   
Easter <ｲｰｽﾀｰ>                         made<ﾒｲﾄﾞｩ>                               
sandwich(es)<ｻﾝﾄﾞｩｳｨｯﾁ(ｨｽﾞ)>                                                                 
science<ｻｲｴﾝｽ>                             found<ﾌｧｳﾝﾄﾞｩ>                            
find<ﾌｧｲﾝﾄﾞｩ>                              lake <ﾚｲｸ>                                                                                    
 Listening & Reading  

１．リサはいつのことを話していますか。 

 
２．リサはどこに行ったのですか。 

 
３．花見パーティー(花見)で人々は何をしているところでしたか。（２つ書けます。） 

 
４．アメリカでは春にどんな行事がありますか。 

 

  True or False   

    a) Lisa saw a lot of people under the cherry trees.  [   T   /   F   ] 
    b) They were having Easter parties in Sakura park.  [   T   /   F   ] 
    c) Lisa misses Easter egg hunting.  [   T   /   F   ] 
 

 Q&A  

1. What were the people doing in Sakura park? 
 
 
2. What does Lisa miss now? 
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＜１―３＞過去に動作していたことについて言えるようにしよう。 

＜基本文＞過去のあるときに「～していました。」と説明するときは＜was(were)＋一般動詞 ing 形> 

A: I saw Polly this morning. 「私は今朝ポリーを見かけたよ。」 
B: Oh, really?         「まあ、本当？」                        
   
  What  was she doing ?  「彼女は何をしていたのですか。」 

  何    ～していたところ？ 
A: She  was running  in the park     「彼女は公園で走っていましたよ。」 

彼女は  走っているところ      公園内を 

次の英文の意味を書きなさい。 
4. I am studying English now. 

私はいま、英語を勉強しているところ(最中)です。 
 
5. Keiko was studying math at 8:00PM. 

恵子は夜 8 時に数学を勉強していました。勉強中でした。 
 
6. My sister wasn’t cooking lunch then.           ※then…そのとき 

私の姉はそのとき、昼食を作っていませんでした。料理中ではなかった。 
 
4.  Were you watching TV at 7:00 this morning? 
  あなたは今朝 7 時にテレビを見ていましたか。見ているところでしたか。 
 
5.  What was your sister doing at noon yesterday? 
  あなたの姉は、昨日の正午になにをしていましたか。 
 
次の質問に答えよう。 
1. Were you eating breakfast at 7:00 this morning? 

Yes, I was. または No, I wasn’t. 
 
2. What were you doing at 9:00 last night? 

I was reading a book.  I was watching TV.  I was using my cellphone. など。 
 
次の語を正しく並べ替えなさい。 
３． 彼らはそのときテレビを見ていましたか？ 

(  TV  /  were  /  then  /  watching  /  they  /  ?  ) 
    Were they watching TV then? 
 
４． あなたはどこでサッカーをしていたんですか？ 

(  playing  /  where  /  you  /  were  /  soccer  /  ?  ) 
     Where  /  were you playing soccer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜１―３＞過去に動作していたことについて言えるようにしよう。 

＜基本文＞過去のあるときに「～していました。」と説明するときは＜was(were)＋一般動詞 ing 形> 

A: I saw Polly this morning. 「私は今朝ポリーを見かけたよ。」 
B: Oh, really?          「まあ、本当？」                        
   What  was she doing ?  「彼女は何をしていたのですか。」 

  何    ～している最中でしたか。 
A: She  was running  in the park     「彼女は公園で走っていましたよ。」 

彼女は  走っているところでした。      公園内を 

 
＜新語＞意味を書いてから、つづりを練習しよう。 
hobby, hobbies<ﾎﾋﾞｰ(ｽﾞ)> 趣味（単数形，複数形） read<ﾚｯﾄﾞｩ> read(読む)の過去形                                           

noon<ﾇｰﾝ> 正午(昼の 12：00)            cherry<ﾁｪﾘｰ>   さくらんぼ、桜(品種)                                                                          
blossom(s)<ﾌﾞﾗｻﾑ(ｽﾞ)> （桜などの木の）花   people<ﾋﾟｰﾎﾟｰ>    人々                            
under<ｱﾝﾀﾞｰ>         ～の下に             tree<ﾄｩﾘｰ>        木                         
party, parties<ﾊﾟｰﾃｨｰ(ｽﾞ)>   パーティー     said<ｾﾄﾞｩ>      say(言う)の過去形                        
miss<ﾐｽ>    なつかしく思う                hunting<ﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ>   狩り、(○○)探し                                                                   
Easter <ｲｰｽﾀｰ>      イースター         made<ﾒｲﾄﾞｩ>    make(作る)の過去形                          
sandwich(es)<ｻﾝﾄﾞｩｳｨｯﾁ(ｨｽﾞ)>    サンドイッチ                                                             
science<ｻｲｴﾝｽ>   理科、科学       found<ﾌｧｳﾝﾄﾞｩ>  find(見つける、気づく)の過去形                         
find<ﾌｧｲﾝﾄﾞｩ>    見つける、気づく          lake <ﾚｲｸ>  湖                         
                
 Listening & Reading  
１．リサはいつのことを話していますか。 
   先週の日曜（のお昼頃・正午頃）のこと。 
２．リサはどこに行ったのですか。 
  さくら公園に行った。 
３．花見パーティー(花見)で人々は何をしているところでしたか。（２つ書けます。） 
  食べたり、歌ったりしていた。 
４．アメリカでは春にどんな行事がありますか。 
  イースター 
 
 
 
  True or False   
    a) Lisa saw a lot of people under the cherry trees.  [   ○T    /   F   ] 
    b) They were having Easter parties in Sakura park.  [   T   /   ○F    ] 
    c) Lisa misses Easter egg hunting.  [   ○T    /   F   ] 
 
 Q&A  
3. What were the people doing in Sakura park? 

例 They were having hanami parties. 
4. What does Lisa miss now? 

She misses Easter egg hunting. 
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