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Unit 10 台所で料理をしているところです。    

≪この課のねらい・・現在進行形≫  

現在進行形は、 am , are, is + ～ing の形で「～しています」と、現在進行中の動作を表す。 

現在形と現在進行形との違いを次の文にて確認して下さい。 

 

 Masao usually walks to the station to get on the train, now he is walking around the park. 

（マサオはふだん電車に乗るために駅まで歩きますが、今は公園のまわりを歩いています。） 

 

 walks は「いつもそうしている」ということを表すのに対して、is walking は「今はそうしている 」と

いう動作を表します。  

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

１ - １・・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1. A: What are you doing now? （今何をやってるの？） 

 B: I’m cooking in the kitchen.（今台所で料理をしているところだよ。） 

 

2. A:  What is she doing?（彼女は何をしていますか？） 

 B: She is watching TV with grandpa and grandma in the living room. 

    （彼女は居間でおじいちゃんおばあちゃんとテレビを見ているところです。） 

 

3. A: What are you looking for? （ 何を探しているの？） 

 B.  I’m looking for my dog.（飼っている犬を探しているんです。） 
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１ – ２・・・Role Playing 

A または B・C になって役割練習をしてください。繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

 
On Christmas Eve, the Tanaka family is busy doing something. 

      （クリスマスの夜、家族はそれぞれ何かをしています。） 

A: Dad, what are you doing? （おとうさん、今何をやってるの？） 

B: I’m cooking in the kitchen.（今台所で料理をしているところだよ。） 

A: Mom, how about you? （お母さんは、何をしているの？） 

C: I’m helping him. （お父さんを手伝ってるのよ。） 

 Where is Tamaki? （タマキはどこ？） 

A: She is watching TV with grandpa and grandma in the living room. 

 （彼女は居間でおじいちゃんおばあちゃんとテレビを見ているところです。） 

B: Please set the table for the special dinner tonight. 

 （今夜の特別な夕食の用意をしてください。） 

   *be busy ～ing ～で忙しい 

 

１ – ３・・・Role Playing 

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

 

A: What are you looking for?（何を探しているの？） 

B.  I’m looking for my dog.（飼っている犬を探しているんだ。） 

A: Why? （なぜ?） 

B: Because he isn’t at home.（なぜなら彼は家にいないんだ。） 

 I don’t know where he is now.（今彼がどこにいるのかわからないんだ。） 

A:  Why don’t you call the police station? 

 （警察署に電話してみたら？） 

B:  OK. Maybe I will.（オーケー。そうしてみようと思います。） 

A:  Look over there! He is running towards you. 

 （ほらあそこを見て。君に向かって走ってきているよ。） 

*why don’t you ～? ～してはどうですか？ 
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２ - １・・・Activity 

（ ）内の言葉を使って質問に答え、進行形の文を作り何度も発音しましょう。 

 

e.g.  What are you doing? → (play the piano)/(in my room) 

  I’m playing the piano in my room. 

 

1. What is Misato doing? （ミサトは何をしているの？） 

 → （play table tennis） / ( with her younger sister ) 

 

2. What are they doing? （彼らは何をしているんですか？）  

 → （listen to music）/ (in the concert hall) 

 

3.  What are you doing now? （今あなたは何をしているんですか？） 

 → （run in the park）/ (with my friends) 

 

 

２ - ２・・・Activity 

日本語に合うように[     ]内に単語を入れて、何度も発音してみましょう。    

 

1.  I am [        ] English now.（今英語を勉強しています。） 

 

2. Is he [        ] breakfast? （彼は朝食を食べていますか？） 

 

3. Tommy is [        ] a good time with his friends.（トミーは友達と一緒に楽しんでいます。） 

 

4.  My younger sister is [        ] by the window.（私の妹は窓のそばで泣いています。）  

 

5.  Who is [        ] in the park? （公園を歩いているのは誰ですか？） 

 

6.  Tommy and Masao are [        ] for the book.（トミーとマサオは本を探しているところです。） 

 

  



- 49 - 
Unit 10 台所で料理をしているところです。 

（現在進行形） 

- 49 - 
Copyright (C) 2011 UNHOOP Co., Ltd. All Rights Reserved. 

２ – ３・・・Activity 

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B・C:生徒又は A:生徒、B・C:講師のセリフです。 

 

A: Dad, what are you doing? 

B: 【台所で料理をしているところだよ。】 

A: Mom, how about you? 

C: 【お父さんを手伝ってるのよ。】. 

 Where is Tamaki? 

A: 【彼女は居間でおじいちゃんおばあちゃんとテレビを見ているところです。】 

B: Please set the table for the special dinner tonight. 

 

 

２ – ４・・・Activity 

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: 【何を探しているの？】 

B.  【飼っている犬を探しているんだ。】 

A: Why? （なぜ?） 

B: Because he isn’t at home.（なぜなら彼は家にいないんだ。） 

 I don’t know where he is now.（今彼がどこにいるのかわからないんだ。） 

A:  Why don’t you call the police station? 

 （警察署に電話してみたら。） 

B:  OK. Maybe I will.（オーケー。そうしてみようと思います。） 

A:  Look over there! （ほらあそこを見て。） 

 【君に向かって走ってきているよ。】 
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Memorize these sentences - 10  

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1. A: Dad, what are you doing?  

 B: I’m cooking in the kitchen. 

 

2. A: What is she doing? 

  B: She is watching TV with grandpa and grandma in the living room. 

   

3. A: What are you looking for? 

 B.  I’m looking for my dog. 

 

 




