
＜１―２＞ ed を使わない過去形動詞を使えるようにしよう。be 動詞編(was と were) 

＜基本文＞「～でした。～にいました。」と過去の状態を説明するとき。(教科書 P10/11、ワーク P8/9) 

 
A:  I was     very busy   /   yesterday.     私は昨日とても忙しかった。 
 私は～だった。   とても忙しい         昨日  
 

Were  you     busy  /  too?          あなたも忙しかったですか。 
あなたは～忙しかったですか？       ～も 

 
B: No, I wasn’t.      I   was not   busy  /  at all.   
    いいえ。          私は   忙しくありませんでした。   すこしも   

be 動詞の過去形 

「～です。～にいます。」を「～でした。～にいました。」などと、be 動詞の文を過去の内容に変えるときには、 
英単語(be 動詞)も   am, is の過去形→was,  are の過去形→were  と変化させます。 
 
現在形の be 動詞については、 

 「am は I、is は単数、are 複数、you は例外 be 動詞」 と、主語によって使い分けました。 

過去形の be 動詞も現在形と同じように、主語に合わせて使い分けます。表で確認してみましょう。 
主語 現在形 過去形 

I(私は) am was 
単数（I と You 以外） is was 
複数と You（あなたは） are were 

 

現在  「～です。」   It is rainy today. 今日は雨です。    We are in Canada now. 私たちは今カナダにいます。 
過去  「～でした。」  It was rainy yesterday.   昨日は雨でした。 

     We were in Canada last week.   私たちは先週カナダにいました。 
例文 
They were busy yesterday. かれらは昨日いそがしかった。  
Emi was in the kitchen then. エミはそのとき台所にいた。  
We were high school students three days ago. 私たちは 3 年前高校生でした。 
 

疑問文 「～でしたか。～いましたか。～かったですか。」 

疑問文は be 動詞(was, were)を文頭に出す。 「be 動詞、主語の前(に)出し、疑問文」と覚えましたね。 

 

肯定文    It was cold last month.   先月は寒かった。 

 
疑問文    Was it cold last month?   先月は寒かったですか。  【答え方】 Yes, it was. / No, it wasn't.  

例文  
Was Ken surprised then?       Yes, he was.    ケンはそのとき驚いていましたか。        はい、驚いていました。  
Were you tired yesterday?      No, I wasn't.   あなたは昨日疲れていましたか。 いいえ、疲れていませんでした。  
Were they in Tokyo last week?  Yes, they were.  彼らは先週東京にいましたか。        はい、いました。  



否定文 「～ではなかった。～いなかった。」 

否定文は be 動詞(was,were)のうしろに not をつける。 「be 動詞、not をつければ、否定文」と覚えましたね。 
 
疑問文    It was     cold last month.   先月は寒かった。 

 

肯定文    It was not cold last month.   先月は寒くなかった。 （＝It wasn’t cold last month.） 
 
疑問文    Two girls were in the room.   二人の少女が部屋の中にいました。 

 

肯定文    Two girls were not in the room.  二人の少女は部屋の中にいませんでした。 
  （＝Two girls weren’t in the room.） 

 

「～ではなかった。いなかった。」などの was not, were not の短縮形は wasn't, weren't となります。 
 
例文  
I wasn't hungry then. 私はその時空腹ではなかった。  
We weren't sad. 私たちは悲しくなかった。  
They weren’t teachers five years ago. 彼らは 5 年前教師ではありませんでした。 
 



Review＜１―１の内容を確認しておこう＞ed を使わない過去形動詞  一般動詞編 

A: What did you do last Sunday?  「あなたは 
B: I visited Ueno zoo.       「上野動物園 

I saw many animals  there.  「そこで 
 

＜１―２＞ edを使わない過去形動詞を使えるようにしよう。be動詞編(wasとwere) 
＜基本文＞「～でした。～にいました。」と過去の状態を説明するとき。(教科書 P10/11、ワーク P8/9) 

A:  I was     very busy   /   yesterday.       Were you     busy   too? 
 私は～だった。とても忙しい    昨日     あなたも～でしたか？ 忙しい  ～も 
B: No, I wasn’t.    I was not     busy  / at all.         ※( Yes, I was.) 
 いいえ。     私は～じゃなかった。 忙しい すこしも              はい、そうでした。 

「～です。～にいます。」を「～でした。～にいました。」などと過去の内容に変えるときには、 

英単語(be 動詞)も  am→was,  is→was,  are→were  と変化させます。 
英文の意味を書きなさい。 
1. We were free yesterday. 

私たちは 
 

2. Was Mr.Nameki a TV star 20 years ago?  
行木先生は 20 年前、                     
 

3. No, he wasn’t.   He was really cool   but he wasn’t a TV star. 
いいえ。    彼は              けれど、テレビスター           

 
次の語を正しく並べ替えなさい。 
１．私の母は先週忙しかった。 

(   busy  /  last  /  my mother  /  was  /  week  /  .  ) 
 
 
２．私は昨夜、眠くありませんでした。 

(  night  /  not  /  last  /  was  /  sleepy  /  I  /  .  ) 
 
 
３．あなたはなぜ昨年インドにいたのですか。 

(  you  /  India  /  why  /  last  /  were  /  in  /  year  /  ?  ) 
 
 
 
質問に答えよう。 
1. Were you watching TV at noon yesterday? 
 
2. Where were you last Saturday?      (in America? at school? at home? ) 
 
 
2 年   組   番   氏名                 



＜１―２＞ edを使わない過去形動詞を使えるようにしよう。be動詞編(wasとwere) 
 
＜基本文＞「～でした。～にいました。」と過去の状態を説明するとき。(教科書 P10/11、ワーク P8/9) 

A:  I was     very busy   /   yesterday.       Were you     busy   too? 
 私は～だった。とても忙しい    昨日     あなたも～でしたか？ 忙しい  ～も 
B: No, I wasn’t.    I was not(wasn’t)  busy  / at all.         ※( Yes, I was.) 
 いいえ。     私は～じゃなかった。 忙しい すこしも              はい、そうでした。 

 
＜新語＞意味を書きましょう。 
was<ﾜｽﾞ>                were<ﾜｰ>                       
free<ﾌﾘｰ>                all day<ｵｰﾙﾃﾞｲ>                  
wasn’t<ﾜｽﾞﾝﾄｩ>              was not<ﾜｽﾞﾉｯﾄｩ>                 
anywhere<ｴﾆｳｪｱ>            village<ｳﾞｨﾚｯｼﾞ>                    
near<ﾆｱ>                                farmer(s)<ﾌｧｰﾏｰ>                             
band<ﾊﾞﾝﾄﾞｩ>                            exciting<ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞ>                            
try<ﾄｩﾗｲ>                       Korea<ｺﾘｱ>         Seoul<ｿｳﾙ>          
the Korean Folk Village<ｻﾞｺﾘｱﾝﾌｫｰｸｳﾞｨﾚｯｼﾞ>                                                      
 

  Listening & Reading   

１．ユキはだれと、どこの国に行きましたか。 
 
２．ユキはいつそこに行ったのですか。 
 
３．ユキはなにを見たのですか。 
 
４．ユキがとても楽しんだ hot なものはなんですか。 
 
 
  True or False   

    a) Yuki went to Korea with her aunt in March.  [   T   /   F   ] 
    b) They saw the farmers’ band dance near Seoul.  [   T   /   F   ] 
    c) Yuki enjoyed traditional Korean dishes.  [   T   /   F   ] 
 

 Q&A  

１．Did Yuki eat traditional Korean food? 
 
 
２．Was the farmer’s band dance good? 
 
 
３．How was the farmers’ band dance for Yuki? 
 
 

 

2 年   組   番   氏名                 



Review＜１―１の復習＞ed を使わない過去形動詞  一般動詞編 

A: What did you do last Sunday?  「あなたは先週の日曜になにをしましたか。」 
B: I visited Ueno zoo.       「上野動物園を訪れました。」 

I saw many animals  there.  「そこでたくさんの動物を見ました。」 
 

＜１―２＞ edを使わない過去形動詞を使えるようにしよう。be動詞編(wasとwere) 

＜基本文＞「～でした。～にいました。」と過去の状態を説明するとき。 

A:  I was     very busy   /   yesterday.       Were you     busy   too? 
 私は～だった。とても忙しい    昨日     あなたも～でしたか？ 忙しい  ～も 
B: No, I wasn’t.    I was not     busy  / at all.         ※( Yes, I was.) 
 いいえ。     私は～じゃなかった。 忙しい すこしも              はい、そうでした。 

 
英文の意味を書きなさい。 
1. We were free yesterday. 

私たちは昨日、 暇でした。 
2. Was Mr.Nameki a TV star 20 years ago?  

行木先生は 20 年前、  テレビスターだったのですか。    
3. No, he wasn’t.   He was really cool   but he wasn’t a TV star. 

いいえ。    彼は 本当にかっこよかった けれど、テレビスター ではありませんでした。       

 
次の語を正しく並べ替えなさい。 
１．私の母は先週忙しかった。 

(   busy  /  last  /  my mother  /  was  /  week  /  .  ) 
 My mother was busy last week. 

 
２．私は昨夜、眠くありませんでした。 

(  night  /  not  /  last  /  was  /  sleepy  /  I  /  .  ) 
       I was not sleepy last night. 
 
３．あなたはなぜ昨年インドにいたのですか。 

(  you  /  India  /  why  /  last  /  were  /  in  /  year  /  ?  ) 
       Why were you in India last year? 
 
質問に答えよう。 
1. Were you watching TV at noon yesterday?    Yes, I was. または No, I wasn’t. 
 
2. Where were you last Saturday?      (in America? at school? at home? ) 

I was at home.  I was at Yasuo’s home.  I was in Shibayama.  I was in Tokyo.など 
 
2 年   組   番   氏名                 



＜１―２＞ edを使わない過去形動詞を使えるようにしよう。be動詞編(wasとwere) 

＜基本文＞「～でした。～にいました。」と過去の状態を説明するとき。 

A:  I was     very busy   /   yesterday.       Were you     busy   too? 
 私は～だった。とても忙しい    昨日     あなたも～でしたか？ 忙しい  ～も 
B: No, I wasn’t.    I was not     busy  / at all.         ※( Yes, I was.) 
 いいえ。     私は～じゃなかった。 忙しい すこしも              はい、そうでした。 

＜新語＞意味を書きましょう。 
was<ﾜｽﾞ> am と is の過去形（～でした。）were<ﾜｰ> are の過去形（～でした。）            
free<ﾌﾘｰ>  暇な・無料の        all day<ｵｰﾙﾃﾞｲ>  一日じゅう               

wasn’t<ﾜｽﾞﾝﾄｩ> was not の短縮形     was not<ﾜｽﾞﾉｯﾄｩ>   ～ではなかった。            

anywhere<ｴﾆｳｪｱ> 疑問文で（どこか）  village<ｳﾞｨﾚｯｼﾞ>    村                  

near<ﾆｱ>          近くの                farmer(s)<ﾌｧｰﾏｰ>      農民・農業従事者                      
band<ﾊﾞﾝﾄﾞｩ>     バンド・楽団          exciting<ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞ>  わくわくさせるような                          
try<ﾄｩﾗｲ>         試す･試食する         Korea<ｺﾘｱ>  韓国  Seoul<ｿｳﾙ> ソウル             

the Korean Folk Village<ｻﾞｺﾘｱﾝﾌｫｰｸｳﾞｨﾚｯｼﾞ>   韓国民族村                                                      
 

  Listening & Reading   

１．ユキはだれと、どこの国に行きましたか。 
  (自分の)おばさんと韓国に行った。 
２．ユキはいつそこに行ったのですか。 
  4 月の初め。初旬。など 
３．ユキはなにを見たのですか。 
  農民(農業従事者)の楽団の踊り。＝the farmer’s band dance 
４．ユキがとても楽しんだ hot なものはなんですか。 
  伝統的な韓国料理 
 
  True or False   

    a) Yuki went to Korea with her aunt in March.  [   T   /   ○F    ] 
    b) They saw the farmers’ band dance near Seoul.  [   ○T    /   F   ] 
    c) Yuki enjoyed traditional Korean dishes.  [   ○T    /   F   ] 
 

 Q&A  

１．Did Yuki eat traditional Korean food? 
   Yes, she did. 
２．Was the farmer’s band dance good? 
     Yes, it was. 
３．How was the farmers’ band dance for Yuki? 
     It was really good. 
 

2 年   組   番   氏名                 


