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現在進行形１：彼らは、（今）テニスをしています。 They are playing tennis (now)

現在進行形２：彼は、明日テニスをすることになっています。 He is playing tennis tomorrow.

現在進行形１は「…している」のように、現在、進行中の動作を表します。 We use am / is / are + - ing (present continuous) for something 
happening now:

スーとアマンダはどこにいますか？ 
彼女たちは公園でテニスをしています。

Where are Sue and Amanda? 
They are playing tennis in the park.

静かにして下さい。勉強中です。 Please be quiet. I'm working.

現在進行形２は「…することになっている」のように、 

未来の予定を表します。
We also use am / is / are + - ing for the future (tomorrow / next 
week, etc.)

アンドリューは明日テニスをします（することになっています）。 Andrew is playing tennis tomorrow.

来週、仕事をしません（しないことになっています）。 I'm not working next week.

ソフィは金曜日に歯医者に行くことになっています（歯医者と予約が入って
います。）

Sophie is going to the dentist on Friday. 
(= she has an appointment with the dentist)

来週末、私たちはパーティを予定しています。 We are having a party next weekend.

あなたは、今夜友達と会うことになっていますか？ Are you meeting your friends tonight?

明日の夜、何をする予定ですか？ What are you doing tomorrow night?

今夜は出かける予定はありません。家にいる予定です。 I'm not going out tonight. I'm staying home.

調整や準備が完了した未来の出来事は、単純現在形では表しません。 Be careful! Do not use the simple present (I stay / do you go, etc.) to 
say what somebody has arranged to do:

今晩、家にいる予定です。 I'm staying at home this evening. 
(not I stay)

今夜は出かけますか？ Are you going out tonight? 
(not Do you go)

リサは来週パーティに行く予定はありません。 Lisa isn't coming to the party next week. 
(not Lisa doesn’t come)

バス・映画・授業のように、スケジュールにもとづいて起きる未来には単純
現在形を用います。

But we use the simple present for schedules 
 (buses, movies, classes, etc.):

その飛行機は、明朝7:30にNYに到着します。 The plane arrives in New York at 7:30 tomorrow morning.

今夜は何時にその映画は終わりますか？ What time does the movie end tonight?

Present Continuous (usually for people):  
現在進行形（主語は人）

明日コンサートに行きます。 I'm going to a concert tomorrow.

何時に出発しますか？ What time are you leaving?

Simple present (for schedules) :  
単純現在形（主語はスケジュールされている出来事）

コンサートは7:30に開演です。 The concert starts at 7:30.

あなたの飛行機は何時に出発し
ますか？

What time does your plane 
leave?

EXERCISES（演習）:

アンドリューは金曜日にテニスをすることになっています。 Andrew is playing tennis on Friday.

リチャードは、その映画を見に行きます。 Richard is going to the movies.

レイチェルは９：３０にデイブに会うことになっています。 Rachel is meeting Dave at 9:30.

カレンはケンと一緒にランチをすることになっています。 Karen is having lunch with Ken.

トムとスーはパーティに行くことになっています。 Tom and Sue are going to a party.

今晩、出かけますか？ Are you going out tonight?

来週、仕事をしますか？ Are you working next week?
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明晩あなたは何をしますか？ What are you doing tomorrow night?

何時にあなたの友達は来ますか？ What time are your friends coming?

リズはいつ休暇を取りますか？ When is Liz going on vacation?

今夜家にいる予定です。 I'm staying at home tonight.

月曜日に劇場へ行く予定です。 I'm going to the theater on Monday.

12:00に友達とランチを食べる予定です。 I am having lunch with my friends at 12:00.

出張で名古屋に行く予定です。 I am taking a business trip to Naoya.

明晩、徹夜の仕事をする予定です。 I am working overtime tomorrow tonight.

わたしの友達に伊勢を見せて回る予定です。 I am showing my friends around Ise City.

今晩出かける予定ですか？ 

いいえ、とても疲れています。
Are you going out tonight? 
No, I'm too tired.

今晩コンサートに行く予定です。7:30に開演です。 We are going to a concert tonight. It starts at 7:30.

ねえ聞いて！カレンは来月結婚するんですって！ Listen to this! Karen is getting married next month!

私の両親は来週バケーションに出かける予定です。 

まあ、それはいいですね。どこへ行く予定ですか？
My parents are going on vacation next week. 
Oh, that's nice. Where are they going?

シルビアは、今学期英語のコースを受講しています。このコースは金曜日に
終了する予定です。

Sylvia is taking an English course this semester. The course ends 
on Friday.

明晩パーティがありますが、私は行きません。 There's a party tomorrow night, but I'm not going.

今晩友達と出かけます。あなたも一緒にどうですか？8:00にジョンの家で待
ち合わせをしています。

I am going out with some friends tonight. Why don't you come, too? 
We are meeting at John's house at 8:00.

明日のパーティの後、どうやって家に帰りますか？タクシーで？ 
いいえ、バスで帰ります。最終バスは、夜１２時（真夜中）に出ます。

How are you getting home after the party tomorrow? By taxi? 
No, I can go by bus. The last bus leaves at midnight.

今晩映画を見に行きたいですか？ 

はい、何時に映画は始まりますか？
Do you want to go to the movies tonight? 
Yes, what time does the movie begin?

明日の午後、何をしていますか？ 

仕事をしています。
What are you doing tomorrow afternoon? 
I am working.
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