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コミニカ英語教材(基礎編)

2年　第10級
①　be動詞過去形の用法 [学習] ‥‥ 3 ~ 4

②　be動詞過去形の選択 [文法] ‥‥ 5 ~ 6

③　be動詞過去形　肯定形・否定形・疑問形 [文法] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　be動詞過去形　肯定文 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　be動詞過去形　否定文 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　be動詞過去形　疑問文 [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　be動詞過去形　疑問詞を使った疑問文 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　現在形から過去形への書きかえ　be動詞 [文法] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　疑問文とその応答 [応答] ‥‥ 19 ~ 20

⑩　過去進行形の用法 [学習] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　過去進行形の用法　肯定文 [語順] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　過去進行形の用法　否定文　　 [語順] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　過去進行形の用法　疑問文 [語順] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　過去進行形の用法　疑問詞を使った疑問文 [語順] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　現在進行形から過去進行形への書きかえ [文法] ‥‥ 31 ~ 32

【学習の手引き】 　

(1) 「学習」の項目は、プリントをよく読んで理解しましょう。
(2) 「語順」「英作」「応答」などの項目では、声を出しながら問題を解き、英作文にチャレンジ

しよう。
(3) なれてきたら、完成文だけを書いてもいいです。
(4) 完成文まで書き終えたら、あなたが作った英文をネイティブスピーカーはどう発音するか、CD

で何度も聞き、あなたも後について読みましょう。

(5) 各級を終えたら、今度はCDだけ聴き、日本語の読み上げに続いて、すぐに英語で言ってみま
しょう。
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単語表　2年10級で登場する単語 　

【動詞など】

□□~いた、~であった was　[ワズ]am,isの過去形　 □□夕食 supper　[サパ]

□□~いた、~であった were　[ワ~] areの過去形　 □□週 week　[ウィーク]

 　 □□年 year　[イア]

□□料理する cook　[クック]< cooking  　 □□昨日 yesterday　[イエスタディ]

□□手伝う help　[ヘるプ]< helping  □□動物園 zoo　[ズー]

□□学ぶ learn　[ら~ン] < learning　

□□聞く listen　[りスン]< listening  【形容詞など】

□□雨が降る rain　[レイン]  < raining　 □□最後の・昨 last　[らぁスト]

□□読む read　[リード] < reading 　 □□親切な kind　[カインド]

□□スケートする skate　[スケイト]< skating □□休んでいる absent　[あブセント]

□□眠る sleep　[スりープ]< sleeping  □□忙しい busy　[ビズィ]

□□話す speak　[スピーク]< speaking □□恐れている afraid　[アフレイド]

□□泳ぐ swim　[スィム]< swimming □□疲れている tired　[タイアド]

□□話する talk　[トーク]< talking 　

□□洗う wash　[ワッシュ]< washing □□先週 last week

□□(テレビなどを)見る watch　[ワッチ]<watching □□先月 last month

□□働く work　[ワ~ク]< working □□昨年 last year

□□書く write　[ライト]< writing　

【副詞など】

【名詞など】  　 □□その時 then　[ゼン]

□□ベンチ bench　[ペンチ] □□家に home　[ホウム]

□□ケーキ cake　[ケイク] 　 □□~にとって for　[フォー]

□□車・自動車 car　[カー] □□~の中に in　[イン]

□□ドア door　[ドー] 　 □□~といっしょに with　[ウィず]

□□英語 English　[イングりッシュ] □□~の上に on　[オン]

□□(年月の)月 month　[マンす] 　 □□~のそばに by　[バイ]

□□朝 morning　[モーニング] 　

□□音楽 music　[ミュージック] 　 <参考>

□□夜 night　[ナイト] □□日曜日 Sunday　[サンディ]

□□公園 park　[パーク] 　 □□月曜日 Monday　[マンディ]

□□人々 people　[ピープる] □□火曜日 Tuesday　[テューズディ]

□□パイロット pilot 　[パイろット]　 □□水曜日 Wednesday  [ウエンズディ]

□□部屋 room　[ル(ー)ム] 　 □□木曜日 Thursday　[さ~ズディ]

□□歌 song　[ソング] 　 □□金曜日 Friday　[フライディ]

□□学生 student　[ステューデント] □□土曜日 Saturday　[サぁタディ]
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課題　be動詞の過去形の用法      　   　　　　　　 　      学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習２年・第10級 ①

イェスターディ　　　　　　ワズ　　　フライディ

【基本文】  Yesterday was Friday.
昨日は金曜日でした

[１]　be動詞過去形の文
現在形は、「今~です」などの意味でした。
一方、ここで学習する過去形は、文字通り「その時」といった「過去の一時点のこと」をあ
らわします。
日本語では、「た」ということばを文のうしろにつけて過去の意味をあらわしますが、英語

では動詞の過去形を使って過去の意味をあらわします。

(現在形) (過去形)

(1) <~は　アる・イる文)の例　　

I am here. I was there.
私はここにいます 私はそこにいました

(2) <~は　ナニだ文)の例　
I am a teacher. I was a student.
私は先生をしています 私は学生でした

(3) <~は　ドンナだ文)の例　
I am happy. I was sad.
私は幸せです 私は悲しかった

[Ⅱ]　be動詞過去形
be動詞の現在形のis,amはwasになり、areはwereとなります。

(現在形) (過去形) (現在形) (過去形)
I am ̃ → I was ̃. We are ̃ → We were ̃.
He is ̃ → He was ̃. You are ̃ → You were ̃.
She is  ̃ → She was ̃. They are ̃ → They werẽ.
My dog is  ̃ → My dog  was ̃. My dogs are ̃ → My dogs were ̃.
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[英文の生産]

(1) <~は　アる・イる文)の例

In Tokyo. Tom was in Tokyo.
東京に  ----> トムは東京にいました

(2) <~は　ナニだ文)の例
Sunday. Yesterday was Sunday.
日曜日  ----> 昨日は日曜日でした

(3) <~は　ドンナだ文)の例

Kind. She was kind.
親切だ  ----> 彼女は親切でした

[Ⅲ]　be動詞過去形の否定文
was、wereのうしろにnotをつけます。

(現在形) (過去形) (現在形) (過去形)
I am not ̃ → I was not ̃. We are not ̃ → We were not̃.
He is not ̃ → He was not ̃. You are not ̃ → You were not̃.
She is  not ̃ → She was not ̃. They are not ̃ → They were not̃.
My dog is  not ̃ → My dog  was not ̃. My dogs are not̃ → My dogs were not ̃.

※　短縮形は次の通りです。
was not → wasn't were not → weren't

(1) <~は　アる・イる文)の例　
I wasn't there. 私はそこにいなかった

(2) <~は　ナニだ文)の例　
I wasn't a student. 私は学生ではなかった

(3) <~は　ドンナだ文)の例　
I wasn't sad. 私は悲しくなかった

[Ⅳ]　be動詞過去形の疑問文

was、wereが文の先頭にきます。

(現在形) (過去形) (現在形) (過去形)
Am I ̃? → Was I ̃? Are we ̃? → Were we ̃?
Is he ̃? → Was he ̃? Are you ̃? → Were you ̃?
Is she  ̃? → Was she ̃? Are they ̃? → Were theỹ?

Is my dog ? ̃ → Was my dog ̃? Are my dogs ̃? → Are my dogs  ̃?

(1) <~は　アる・イる文)の例　
Were you there? あなたはそこにいましたか?

(2) <~は　ドンナだ文)の例　
Were you a student? あなたは学生でしたか?

(3) <~は　アる・イる文)の例　
Were you sad? あなたは悲しかったですか?
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課題　be動詞の過去形の選択     　   　　　　　　 　      学習日__月___日

 評価　A・B・C文　　法　　問　　題２年・第10級 ②

◇ 　次の 　　にam,are,isの内適当なものを入れ、右の 　　に
　　その過去形を書き入れなさい。

例.Lucy      is　　　 ➡　Lucy was   　     

1.Kumi   　　      ➡　 　　         　　　     

2.It  　　      ➡　 　　         　　　     

3.I  　　      ➡　 　　         　　　     

4.He  　　      ➡　 　　         　　　     

5.You  　　      ➡　 　　         　　　    

(あなたは)

6.She  　　      ➡　 　　         　　　     

7.You  　　      ➡　 　　         　　　     
(あなたがたは)

8.We  　　      ➡　 　　         　　　     

9.They  　　      ➡　 　　         　　　     

10.May and I  　　      ➡　 　　         　　　     


