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Unit 2 初めての箱根への旅行でした。  

≪この課のねらい・・Be 動詞の過去形≫ 

現在形の Be 動詞には am,  is,  are の３つがありました。 

過去形では was,  were の２つになります。 

 

e.g.  I am 25 years old now.（今私は 25 歳です。） 

  →I was 24 years old last year.（去年私は 24 歳でした。） 

  

1． You are an employee at XYZ company now.（あなたは今 XYZ 会社の社員です。） 

 →You were a college student last year. （あなたは去年大学生でした。） 

  

2． He is a programmer now. （彼は今プログラマーです） 

 → Two years ago he was a chef.（2 年前彼はシェフでした。） 

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

  

１ - １・・・ Basic Expressions 
 

 重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1. A: How did you go to Hakone? （箱根へはどうやって行きましたか？） 

 B: We went there by train. （私たちはそこへ電車でいきました。） 

 

2. A: Was it your first trip to Hakone? （箱根へは初めての旅行でしたか？） 

 B: Yes. It was my first trip there. （はい、初めてでした。） 

 

3. A: Where were you on Sunday morning?  

  （日曜日の朝はどこにいましたか？） 

 B: I was in the stadium. （スタジアムにいました。） 

 

4. A:  Did you have a great time?  

  （楽しかったですか？） 

 B: Yes, I had a great time. 

  （はい、とても楽しかったです。）  
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１ - ２・・・Role Playing 

 
A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

A: Where did you go during spring vacation?  

 （あなたは春休みの間どこへ行きましたか？） 

B: I went to Hakone with my family during that time. 

 （その期間は家族と箱根に行きました。） 

A: How did you go there? （箱根へはどうやって行きましたか？） 

B: We went there by train. （私たちはそこへ電車で行きました。） 

A: Was it your first trip to Hakone? （箱根へは初めての旅行でしたか？） 

B:  Yes. It was my first trip there. （はい、初めてでした。） 

 I soaked in the hot spring every day. （毎日温泉に浸かっていました。） 

 It was very relaxing. （とてもリラックスできました。） 

A: How many days did you stay in Hakone?  

 （箱根にはどれくらい滞在したんですか？） 

B: For five days. （5 日間です。） 
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１ - ３・・・Role Playing 
 

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

A:  Where were you on Sunday morning? （日曜日の朝はどこにいましたか？） 

B: I was in the stadium. （スタジアムにいました。） 

A: What did you do there? （そこで何をしましたか？）  

B: I watched a soccer game with my friends.（友達とサッカーの試合を見ました。） 

 It was a huge stadium.（非常に大きなスタジアムでした。）  

A: Did you have a great time? （そのときは楽しかったですか？） 

B: Yes, I had a great time.（もちろん、そのときはとても楽しかったです。）  

A: What are you doing now? （今は何をしているんですか？） 

B: I‘m studying English for tomorrow’s test.（明日のテストの準備で英語の勉強をしてます。） 

 Have you prepared for that? （あなたは準備終わったの？） 

A: Oh, I almost forgot! （ああ、すっかり忘れていた！） 

 Thank you for reminding me.（思い出せてくれてありがとう。） 

B: You’re welcome. （どういたしまして。） 

      *remind A ・・・: A に・・・を思い出させる 

  Have you +過去分詞 もう～しましたか？  

 

２ - １・・・Activity 
 

（ ）内の日本語に合うように[ ]に動詞を入れて文を完成し、繰り返し何度も発音しましょう。 

1 Jiro [      ] in Brazil three years ago. 

 （ジローは 3 年前ブラジルにいました。） 

 

2. Those children [      ] happy last week.  

 （あの子供たちは先週幸せでした。） 

 

3. [      ] Yukari an employee at ABC company at that time? 

 （ユカリはその時 ABC 会社の社員でしたか？） 

 

4. I [      ] thirty years old last year. （私は去年 30 歳でした。）  

 

5. Tom and I [      ] in the same college in New York.  

 （トムと私はニューヨークで同じ大学でした。） 
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２ - ２・・・Activity 
 

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: Where did you go during spring vacation?  

 （あなたは春休みの間どこへ行きましたか？） 

B: 【その期間は家族と箱根に行きました。） 

A: How did you go there? （箱根へはどうやって行きましたか？） 

B: 【私たちはそこへ電車でいきました。】 

A: Was it your first trip to Hakone? （箱根へは初めての旅行でしたか？） 

B. 【はい、初めてでした。】 

 I soaked in the hot spring every day. （毎日温泉に浸かっていました。） 

 【とてもリラックスできました。】 

A: How many days did you stay in Hakone?  

 （箱根にはどれくらい滞在したんですか？） 

B: For five days. （5 日間です。） 
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２ – ３・・・Activity 

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: 【日曜日の朝はどこにいましたか？】 

B: I was in the stadium. （スタジアムにいました。） 

A: 【そこで何をしましたか？】  

B: I watched a soccer game with my friends.（友達とサッカーの試合を見ました。） 

 It was a huge stadium.（非常に大きなスタジアムでした。）  

A: 【そのときは楽しかったですか？】 

B: Yes, I had a great time.（はい、とても楽しかったです。）  

A: 【今は何をしているんですか？】 

B: I‘m studying English for tomorrow’s test.（明日のテストの準備で英語の勉強をしてます。） 

 Have you prepared for that? （あなたは準備終わったの？） 

A: Oh, I almost forgot! （ああ、すっかり忘れていた！） 

     【思い出せてくれてありがとう。】 

B:  You’re welcome. （どういたしまして。） 

 

Memorize these sentences – ２  

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1. A: How did you go to Hakone?  

 B: We went there by train.  

 

2. A: Was it your first trip to Hakone?  

 B: Yes. It was my first trip there.  

 

1. A: Where were you on Sunday morning?  

 B: I was in the stadium.  

 

2. A:  Did you have a great time? 

 B: Yes, I had a great time. 

 

 




