
中学英文法総復習⑤ 

 

【命令文と現在進行形】 

★ポイント 

【命令文】 

動詞の原形で文を始めます。 

Clean your room! → 部屋をきれいにしなさい！ 

 

【現在進行形】 

5秒以内でやめることができる動作で今やっていることを表します。 

be動詞 + ing形が基本形です。 

He is running now. → 彼は今走っています。 

疑問文は be動詞を文頭にもっていきます。 

Is he running now? 

否定文は be動詞の後につけます。 

He is not running now. 

 

★命令文と現在進行形 100 本ノック 

 

1. 一生懸命勉強しなさい！ 

Study hard! 

 

2. 私は今働いています。 

I am working now. 

 

3. 彼は朝食を食べています。 

He is eating breakfast. 

 

4. その塩をとって。 

Pass me the salt. 

 

 



5. 彼女は今その図書館で勉強しています。 

She is studying in the library. 

 

6. ボブ、注意して聞きなさい。 

Bob, listen carefully. 

 

7. あなたはバナナを切っていますか？ 

Are you cutting a banana? 

 

8. 彼は今、本を読んでいません。 

He is not reading a book. 

 

9. ギターを弾かないでください。 

Don’t play the guitar. 

 

10. 私はテレビを見ています。 

I am watching TV. 

 

11. 私たちはビデオゲームをしています。 

We are playing video games. 

 

12. 彼らは走っていない。 

They are not running. 

 

13. ここで走るな。 

Don’t run here. 

 

14. 気にしないで。 

Never mind. 

 

15. 彼女に親切にしなさい。 

Be kind to her. 

 

16. あなたの母は料理をしていますか？ 

Is your mother cooking? 

 



17. あの時計は動いているか？ 

Is that clock working? 

 

18. 彼女はどこに行くの？ 

Where is she going? 

 

19. なぜ泣いているの？ 

Why are you crying? 

 

20. その子どもたちは宿題をしていますか？ 

Are the children doing their homework? 

 

21. 今、雨は降っていません。 

It is not raining now. 

 

22. このペンを使って。 

Use this pen. 

 

23. 学校に行くな。 

Don’t go to school. 

 

24. 彼らは今そのパーティを楽しんでいますか？ 

Are they enjoying the party? 

 

25. 彼女は今、英語の勉強をしていません。 

She is not studying English now. 

 

26. 彼は野球をしています。 

He is playing baseball. 

 

27. あなたは今何をやっているのですか？ 

What are you doing now? 

 

28. 彼は写真を撮っているところです。 

He is taking pictures now. 

 



29. あなたは手を洗っていますか？ 

Are you washing your hands? 

 

30. マイコはピアノを弾いていますか？ 

Is Maiko playing the piano? 

 

31. 彼女は車を運転していますか？ 

Is she driving a car? 

 

32. 恥ずかしがらないで。 

Don’t be shy. 

 

33. 気をつけなさい。 

Be careful. 

 

34. ドアを開けなさい。 

Open the door. 

 

35. 彼はなぜ今中国語を勉強しているのですか？ 

Why is he studying Chinese? 

 

36. 私は今テニスをしています。 

I am playing tennis. 

 

37. まっすぐ行ってください。 

Go straight. 

 

38. 私は今その駅に向かっているところです。 

I am going to the station. 

 

39. 彼は今イスに座っています。 

He is sitting on the chair. 

 

40. 私の妹は今勉強しています。 

My sister is studying now. 

 



41. 私の父は今本を読んでいます。 

My father is reading a book now. 

 

42. リサは彼女の犬と散歩しています。 

Lisa is walking with her dog. 

 

43. 次の角を右に曲がって下さい。 

Turn right at the next corner. 

 

44. 彼はラジオを聴いていますか？ 

Is he listening to the radio? 

 

45. 彼は自分の部屋で理科を勉強しています。 

He is studying science in his room. 

 

46. あそこに立っているのは誰ですか？ 

Who is standing over there? 

 

47. 彼は誰を待っているのですか？ 

Who is he waiting for? 

 

48. あの女性に話しかけなさい。 

Talk to that woman. 

 

49. 私の叔父はあなたの村に訪れているところです。 

My uncle is visiting your village. 

 

50. この川の近くで遊ぶな。 

Don’t play near this river. 

 

51. 図書館では話すな。 

Don’t talk in the library. 

 

52. 私の叔母はその会社では働いていません。 

My aunt is not working in the office. 

 



53. 私の子どもは公園で走っています。 

My child is running in the park. 

 

54. 彼女は今手紙を書いていません。 

She is not writing a letter now. 

 

55. あなたの父は今歌をうたっていますか？ 

Is your father singing a song now? 

 

56. 窓を開けないで。 

Don’t open the window. 

 

57. 私の兄はそのかばんを机の上に置いています。 

My brother is putting the bag on the desk. 

 

58. 彼はその（背の）高い木のそばに立っています。 

He is standing by the tall tree. 

 

59. あなたは何を食べていますか？ 

What are you eating? 

 

60. 彼は英語を話しています。 

He is speaking English. 

 

61. トムとメアリーは今フランス語を話していますか？ 

Are Tom and Mary speaking French now? 

 

62. 私の父はとても速く車を運転しています。 

My father is driving a car very fast. 

 

63. 今すぐ宿題をやりなさい。 

Do your homework right now. 

 

64. 彼女はベッドで寝ていますか？ 

Is she sleeping on the bed? 

 



65. 黒板を見なさい。 

Look at the board? 

 

66. 教科書を開きなさい。 

Open the textbook. 

 

67. このテーブルを使わないで。 

Don’t use this table. 

 

68. 多くの人が映画を見ています。 

Many people are watching the movie. 

 

69. 彼は今、川で泳いでいますか？ 

Is he swimming in the river now? 

 

70. お腹がすいてきた。 

I’m getting hungry. 

 

71. 彼らは私の言うことを聞いていません。 

They are not listening to me. 

 

72. 外では雪が降っています。 

It is snowing outside. 

 

73. 私たちは夜遅くまで起きています。 

We are staying up late. 

 

74. 私はちょうど今昼食を食べています。 

I’m having lunch right now. 

 

75. 彼は部屋を出ていくところです。 

He is leaving the room. 

 

76. 彼女は今海に向かっているところですか？ 

Is she going to the sea? 

 



77. 彼らは部屋で踊っています。 

They are dancing in the room. 

 

78. 彼は彼の母親にプレゼントを渡しています。 

He is giving the present to his mother. 

 

79. 彼らはリンゴを売っていません。 

They are not selling apples. 

 

80. 彼はあの建物を見ています。 

He is looking at that building. 

 

81. 私は切手を集めています。 

I am collecting stamps. 

 

82. 彼女は夕食を作っています。 

She is making dinner. 

 

83. 私たちはその銀行に向かっています。 

We are going to the bank. 

 

84. 私の娘は写真を撮っていますか。 

Is my daughter taking pictures? 

 

85. 私たちの先生は教室で英語を教えているところです。 

Our teacher is teaching English in the classroom. 

 

86. ここでピアノを弾くな。 

Don’t play the piano here. 

 

87. 私の弟は車に乗るところです。 

My brother is getting in the car. 

 

88. 彼らは男の子たちと女の子たちと遊んでいます。 

They are playing with boys and girls. 

 



89. その女性は壁を塗装している。 

The woman is painting the wall. 

 

90. その女の子たちは教室で話してばかりいる。 

The girls are talking in the classroom. 

 

91. 今すぐ（あなたの）部屋を掃除しなさい。 

Clean your room right now. 

 

92. 彼らはどこで昼食を食べているの？ 

Where are they having lunch? 

 

93. サトルはあの大きいオレンジを食べている。 

Satoru is eating that big orange. 

 

94. あの小さい鳥を捕まえなさい。 

Catch that small bird. 

 

95. その少女はレモンを切っていますか？ 

Is the girl cutting the lemon? 

 

96. 彼は今その小説を読んでいません。 

He is not reading the novel now. 

 

97. その新聞を朝読みなさい。 

Read the newspaper in the morning. 

 

98. 私たちは今たくさんの本を読んでいる。 

We are reading many books now. 

 

99. 自分の部屋で音楽を聴きなさい。 

Listen to music in your room. 

 

100. 私は紅茶を飲んでいるところです。 

I am drinking tea. 


