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※※※※ 継続・進行 I

○○○○ 変化の結果・状態 T

● 繰り返し・習慣

1         今今今今    英語英語英語英語をををを    習習習習っていますっていますっていますっています。。。。
1 寝て います。 ※※※※ 【睡眠】寝る ね ＃＃ □□□□ I 2222 文023023023023
2 働いて います。 ※※※※ 働く はたらき ＃＃ □□□□ I 1111 文046046046046
3 休んで います。 ※※※※ 休む やすみ ＃＃ □□□□ I 1111 文047047047047
4 テレビを 見て います。 ※※※※ 見る み ＃＃ □□□□ T 2222 文001001001001
5 ラジオを 聞いて います。 ※※※※ 聞く きき ＃＃ □□□□ T 1111 文002002002002
6 朝ご飯を 食べて います。 ※※※※ 食べる たべ ＃＃ □□□□ T 2222 文003003003003
7 新聞を 読んで います。 ※※※※ 読む よみ ＃＃ □□□□ T 1111 文005005005005
8 英語を 習って います。 ※※※※ 習う ならい ＃＃ □□□□ T 1111 文018018018018
9 料理して います。 ※※※※ 料理する りょうり し ＃＃ □□□□ T 3333 文029029029029
10 歌を 歌って います。 ※※※※ 歌う うたい ＃＃ □□□□ T 1111 文101101101101

1 　　　　日日日日がががが    出出出出ていますていますていますています。。。。
1 日が 出て います。 ○○○○ 出る で ました △△△△ I 2222

2 電気が ついて います。 ○○○○ （点く）【点灯】つく つき ました △△△△ I 1111 文166166166166

2 　　　　ドアドアドアドアがががが    開開開開いていますいていますいていますいています。。。。
1 電気が ついて います。 ○○○○ （点く）【点灯】つく つき ました △△△△ I 1111 文166166166166
2 電気が 消えて います。 ○○○○ 消える きえ ました △△△△ I 2222 文167167167167
3 ドアが 開いて います。 ○○○○ 開く あき ました △△△△ I 1111 文172172172172
4 ドアが 閉まって います。 ○○○○ 閉まる しまり ました △△△△ I 1111 文173173173173

3 　　　　晴晴晴晴れていますれていますれていますれています。。。。
1 日が 出て います。 ○○○○ 出る で ました △△△△ I 2222

2 晴れて います。 ○○○○ 晴れる はれ ました △△△△ I 2222 文184184184184
3 曇って います。 ○○○○ 曇る くもり ました △△△△ I 1111 文185185185185
4 雪が 積もって います。 ○○○○ 積もる つもり ました △△△△ I 1111

5 桜が 咲いて います。 ○○○○ 咲く さき ました △△△△ I 1111

6 蝉が 木に とまって います。 ○○○○ （留まる）とまる とまり ました △△△△ I 1111

7 林檎が なって います。 ○○○○ （生る）【生育】なる なり ました △△△△ I 1111

8 林檎が 落ちて います。 ○○○○ 落ちる おち ました △△△△ I 2222

9 トンボが 飛んで います。 ※※※※ 飛ぶ とび ＃＃ □□□□ I 1111 文142142142142
10 蝉が 鳴いて います。 ※※※※ 鳴く なき ＃＃ □□□□ I 1111

11 雨が 降って います。 ※※※※ 降る ふり ＃＃ □□□□ I 1111 文186186186186
12 雪が 降って います。 ※※※※ 降る ふり ＃＃ □□□□ I 1111 文187187187187
13 風が 吹いて います。 ※※※※ 吹く ふき ＃＃ □□□□ I 1111 文188188188188
14 日が 照って います。 ※※※※ 照る てり ＃＃ □□□□ I 1111 文189189189189

4 　　　　道路道路道路道路がががが    すいていますすいていますすいていますすいています。。。。
1 道路が すいて います。 ○○○○ （空く）すく すき ました △△△△ I 1111

2 道路が こんで います。 ○○○○ （混む）こむ こみ ました △△△△ I 1111

3 やせて います。 ○○○○ やせる やせ ました △△△△ I 2222

4 太って います。 ○○○○ 太る ふとり ました △△△△ I 1111

文のグループ

初級　≪ V-て います ≫ おもな３グループ

くらべようくらべようくらべようくらべよう！！！！     日本語日本語日本語日本語とととと英語英語英語英語　　　　　　　　Web Page §Web Page §Web Page §Web Page §11111111----1111,,,,　　　　§§§§12121212

他動詞

1, 2, 31, 2, 31, 2, 31, 2, 3 語尾変化

動詞のグループ

継続動詞

瞬間動詞

状態動詞

自動詞

【進行】

【状態】 主語が変化する

【状態】 主語が変化する

絵カードNo. 166166166166～167167167167,　172172172172～175175175175iiii

絵カードNo. 166166166166iiii

（（（（1111////2222））））

絵カードNo. 019. 019. 019. 019～021021021021,  041041041041～042042042042,  057057057057,  065065065065,  070070070070～071071071071,  141141141141,  160160160160～161161161161,  180180180180,  182182182182,  184184184184～185185185185iiii

Web §§§§11.   動作・出来事の継続 / 進行  ※

Web §§§§12.  変化した結果の存続 / 状態  ○ ○ ○ ○      一部 進行 ※   繰り返し ●

【状態】 主語が変化する

【状態】 主語が変化する



5 　　　　眼鏡眼鏡眼鏡眼鏡をををを    かけていますかけていますかけていますかけています。。。。
1 セーターを 着て います。 ○○○○ 着る き ました △△△△ T 2222 文144144144144
2 ズボンを はいて います。 ○○○○ （履く）はく はき ました △△△△ T 1111 文145145145145
3 ネクタイを 締めて います。 ○○○○ 締める しめ ました △△△△ T 2222 文148148148148
4 スーツを 着て います。 ○○○○ 着る き ました △△△△ T 2222 文149149149149
5 眼鏡を かけて います。 ○○○○ （掛ける）かける かけ ました △△△△ T 2222 文152152152152
6 帽子を かぶって います。 ○○○○ （被る）かぶる かぶり ました △△△△ T 1111 文153153153153
7 眼鏡を はずして います。 ○○○○ （外す）はずす はずし ました △△△△ T 1111 文154154154154
8 帽子を ぬいで います。 ○○○○ （脱ぐ）ぬぐ ぬぎ ました △△△△ T 1111 文155155155155

6 　　　　日本日本日本日本へへへへ    来来来来ていますていますていますています。。。。
1 韓国へ 行って います。 ○○○○ 行く いき ました △△△△ I 1111**** 文049049049049
2 日本へ 来て います。 ○○○○ 来る き ました △△△△ I 3333 文053053053053
3 うちへ 帰って います。 ○○○○ 帰る かえり ました △△△△ I 1111 文054054054054
4 出張して います。 ○○○○ 出張する しゅっちょう し ました △△△△ I 3333

5 旅行して います。 ※※※※ 旅行する りょこう し ＃＃ □□□□ I 3333 文093093093093

7
1 木が 並んで います。 ○○○○ 並ぶ ならび ました △△△△ I 1111 文182182182182
2 バスが とまって います。 ○○○○ （停まる）とまる とまり ました △△△△ I 1111 文141141141141
3 結婚して います。 ○○○○ 結婚する けっこん し ました △△△△ I 3333

4 電話番号を 知って います。 ○○○○ 知る しり ました △△△△ T 1111

5 車を 持って います。 ○○○○ 持つ もち ました △△△△ T 1111

6 駅の近くに 住んで います。 ○○○○ 住む すみ ＃＃ □□□□ I 1111

7 愛して います。 ○○○○ 愛する あいし ＃＃ □□□□ T 3333****

8 会社に 勤めて います。 ● 勤める つとめ ＃＃ □□□□ I 2222

9 勉強して います。 ● 勉強する べんきょう し ＃＃ □□□□ T 3333

10 アルバイトを して います。 ● 【仕事】をする し ＃＃ □□□□ T 3333

11 学校へ 行って います。 ● 行く いき ＃＃ △△△△ I 1111****

12 車が あります。★ ○○○○ 【所有】ある あり ＃＃ ★★★★ I 1111**** 文114114114114

8
1 入院して います。 ○○○○ 入院する にゅういん し ました △△△△ I 3333

2 救急車が とまって います。 ○○○○ （停まる）とまる とまり ました △△△△ I 1111 文141141141141
3 生徒が 集まって います。 ○○○○ 集まる あつまり ました △△△△ I 1111 文180180180180
4 生徒が 並んで います。 ○○○○ 並ぶ ならび ました △△△△ I 1111 文182182182182
5 病院で 働いて います。 ● 働く はたらき ＃＃ □□□□ I 1111 文046046046046
6 英語を 教えて います。 ● 教える おしえ ＃＃ □□□□ T 2222 文017017017017
7 野菜を 売って います。 ● 売る うり ＃＃ □□□□ T 1111 文108108108108
8 ウエイターを して います。 ● 【職業名】をする し ＃＃ □□□□ T 3333

9
1 ドアが 開いて います。 ○○○○ 開く あき ました △△△△ I 1111 文174174174174
2 ドアが 閉まって います。 ○○○○ 閉まる しまり ました △△△△ I 1111 文175175175175
3 ドアを 開けて います。 ※※※※ 開ける あけ ＃＃ □□□□ T 2222 文176176176176
4 ドアを 閉めて います。 ※※※※ 閉める しめ ＃＃ □□□□ T 2222 文177177177177

10 　　　　ドアドアドアドアがががが    開開開開けてありますけてありますけてありますけてあります。。。。他動詞＋『てあります』【状態 】

1 椅子が 置いて あります。 ○○○○ 置く おき ました △△△△ T 1111 文072072072072
2 椅子が 入れて あります。 ○○○○ 入れる いれ ました △△△△ T 2222 文162162162162
3 椅子が 出して あります。 ○○○○ 出す だし ました △△△△ T 1111 文163163163163
4 ドアが 開けて あります。 ○○○○ 開ける あけ ました △△△△ T 2222 文176176176176
5 ドアが 閉めて あります。 ○○○○ 閉める しめ ました △△△△ T 2222 文177177177177

【状態】 （移動）場所が変化する

（（（（2222////2222））））

★「あります」（状態動詞）は『～ています』にならない。

絵カードNo. 【状態】141141141141,  182182182182　　　　【繰り返し】131131131131～～～～133133133133　　　　【繰り返し】（仕事など） 015015015015,  017017017017,  046046046046,  108108108108iiii

　　　　おおおお仕事仕事仕事仕事はははは？？？？

絵カードNo. 144144144144～155155155155iiii

【状態】 （服装）着たり、脱いだりする

絵カードNo. 124124124124～126126126126, 162162162162～165165165165,    168168168168～171171171171, 176176176176～177177177177, 181181181181, 183183183183,   &  029029029029, 031031031031, 033033033033, 035035035035, 036036036036, 072072072072iiii

　　　　ドアドアドアドアがががが    開開開開いていますいていますいていますいています。。。。自動詞＋『ています』【状態】   ドアドアドアドアをををを    開開開開けていますけていますけていますけています。。。。他動詞＋『ています』【進行】

≪ 自動詞 ⇔ 他動詞　ペア ≫ 絵カードNo. 160160160160～～～～183183183183i
だれかが（目的をもって）～する

絵カードNo. 049049049049～054054054054,  066 066 066 066～069069069069,  102102102102iiii

絵カードNo. 【状態】 141141141141,  180180180180,  182182182182　  　　  　　  　　  　【繰り返し】（仕事など） 015015015015,  017017017017,  046046046046,   108108108108iiii

　　　　駅駅駅駅のののの近近近近くにくにくにくに    住住住住んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。


