
Name英語２ ユニット２ 過去進行形①

過去形の文と過去進行形の文とを区別することができる。

次の英文の（ ）内の正しいほうを選び，記号で答えなさい。

Bob ( is studying / was studying ) English last night.（１） ア イ

（２） ア イ （注） ～するときShe ( writes / was writing ) a letter when I visited her. when
Mike ( went / is going ) to New York last month.（３） ア イ

She ( is watching / was watching ) TV when I called her.（４） ア イ

The students ( are listening / were listening ) to their teacher when I entered the classroom.（５） ア イ

英語２ ユニット２ 過去進行形②

過去進行形の語順と意味がわかる。

日本文を参考に（ ）内の語を並べかえて，英文を完成させなさい。

（１）私はそのときユキ（ ）と一緒に夕食を食べていました。Yuki
I ( eating / was ) dinner with Yuki at that time.

I dinner with Yuki at that time.

（２）今朝，家を出たとき雨が降っていました。

( raining / it / was ) when I left home this morning.

when I left home this morning.

（３）彼女は今眠っています。

( is / she / sleeping ) now.

now.

（４）私はそのとき電車を待っていました。

( I / waiting / was ) for the train then.

for the train then.

（５）放課後彼らに会ったとき，バドミントンをしていました。

( were / they / playing ) badminton when I saw them after school.

badminton when I saw them after school.



英語２ ユニット２ 過去進行形③

過去進行形の疑問文や否定文を作ることができる。

次の英文を［ ］内の指示にしたがって英文を書きなさい。

（１） ［疑問文にする］He was walking in the park this morning.

（２） ［疑問文にする］She was listening to music in her room last Sunday.

（３） ［疑問文にする］ （注） せきをするDaisuke was coughing* then. cough

（４） ［否定文にする］Bob was playing the violin yesterday evening.

（５） ［否定文にする］We were studying science in the first period.*
（注） １時間目にin the first period

英語２ ユニット２ 過去進行形④

， 。過去進行形の文を使うことができ 疑問詞の入った疑問文に応答できる

。 （ ） （ ） ［ ］ 。空所に適語を入れて対話を完成させなさい ただし １ ～ ３ は 内の単語を使うこと

A: What were you doing at nine last night?（１）

B: I history then. [ study ]
（注） 歴史history

A: What was your brother doing yesterday morning?（２）

B: He the violin. [ play ]

A: What were you listening to on the train during your trip?（３）

B: I to . [ music ]

A: with your friend then?（４）

B: We were studying math and English.

A: last night?（５）

B: I was looking for my soccer shoes for club activity.



英語２ ユニット２ 過去進行形⑤

場面に応じて過去進行形を用いて対話を続けることができる。

。 。あなたの家族があなたを呼びました あなたはあることに夢中になっていて返事をしませんでした

その後家族から「何をしていたの 」と聞かれました。あなたは何と答えますか。自然な会話になる。

ように２文以上で答えなさい （過去進行形の文を１文以上含めること）。

I called you again and again. What were you doing?（家族）

（あなた）



＜ 解答 ＞英語２ ユニット２ 過去進行形①

【解答 （１）イ （２）イ （３）ア （４）イ （５）イ】

Bob ( was studying ) English last night.（１）

She ( was writing ) a letter when I visited her.（２）

Mike ( went ) to New York last month.（３）

She ( was watching ) TV when I called her.（４）

The students ( were listening ) to their teacher when I entered the classroom.（５）

英語２ ユニット２ 過去進行形②

【解答】

I was eating dinner with Yuki at that time.（１）

It was raining when I left home this morning.（２）

She is sleeping now.（３）

I was waiting for the train then.（４）

They were playing badminton when I saw them after school.（５）

英語２ ユニット２ 過去進行形③

【解答】

Was he walking in the park this morning?（１）

Was she listening to music in her room last Sunday?（２）

Was Daisuke coughing then?（３）

Bob was not [ wasn't ] playing the violin yesterday evening.（４）

We were not [ weren't ] studying science in the first period.（５）

英語２ ユニット２ 過去進行形④

【解答】

B: I was studying history then.（１）

B: He was playing the violin.（２）

B: I was listening to music.（３）

: What subject were you studying with your friend?（４）A
A: What were you looking for last night?（５）

英語２ ユニット２ 過去進行形⑤

【解答例】

I am sorry. I couldn't hear you. I was studying for my English exam and listening to the CD.
I will take a listening test tomorrow.

【解説】

（訳例）ごめんなさい。聞こえなかったんだ。英語の試験勉強をしていて，ＣＤを聴いていたん

だよ。明日リスニングテストがあるんだ。

【採点基準】

１）過去進行形を使った文１文を含む２文正確に書けて１００％の得点

２）過去進行形を使った文１文のみ正確に書けた場合は，５０％の得点

３）１文書けていても過去進行形を含んでいなければ条件を満たしていないので０点

４）上記１ ，２）においてスペリングミス１箇所につき１点減点）


