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Unit 5 私の伯母は昨日の夕方ピアノを弾いていました。 

≪この課のねらい・・過去進行形≫ 

ここでは、進行形のうち過去進行形の学習をします。 

現在進行形はすでに Stage1【Unit 10 】で学習済み。 

過去進行形の基本形は、 

Be 動詞の過去形（was, were）＋～ing で～していた、～しているところだった。 

 

e.g. You studied English yesterday.  

  （あなたは昨日英語を勉強した。） 

  →You were studying English yesterday. 

   （あなたは昨日英語を勉強していました。） 

 

e.g. She took a bath.  

  （彼女は風呂に入った。） 

  → She was taking a bath. 

   （彼女は風呂に入っていました。） 

 
※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 Expression 

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: I was waiting for you at the gate of the stadium. 

  （私はスタジアムの門のところであなたを待っていたんです。） 

  What were you doing last night? 

  （ゆうべは何をしていましたか？） 

 B: I was doing my homework last night. 

  （私は夕べ宿題をしていました。） 

 

2. I was walking my dog around my neighborhood. 

 （近所を犬を連れて歩いていたんです。） 

 

3. My aunt was playing the piano last night.  

 （私の伯母は昨日の夕方ピアノを弾いていました。） 
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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: Hello, Yumi, where were you last night? （もしもし、ユミ、夕べはどこにいましたか？） 

B:  I was in my house. Why do you ask?  （家にいました。なぜ聞くんですか？） 

A: I was waiting for you at the gate of the stadium.  

 （私は競技場(スタジアム)の門であなたを待っていたんですけど。） 

 What were you doing? （何をしていたんですか？） 

B: I was doing my homework last night.（夕べは宿題をしてました。） 

A: Oh, come on!（ええ、そんなあ！） 

 Do you remember our promise? （僕たちの約束覚えてる？） 

B: Oh, I’m sorry. （ああ、ごめんなさい。） 

 I forgot my promise. （約束を忘れていました。） 

*forget 忘れる 

 

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: Hi, Yuki. Did you get my e-mail?  

 （こんにちは、ユキ。 e-mail は受け取った？） 

B: No, I didn’t.（いいえ、受け取ってません。） 

A: I sent an e-mail to you about an hour ago.  

 （1 時間ほど前にあなたに送ったんですが。） 

B: Oh, I’m sorry. I was walking my dog around my neighborhood. 

 （ああ、ごめんなさい。近所を犬を連れて歩いていたんです。） 

A: Are you free tonight? （今晩暇ですか？） 

B: Yes, I am. （ええ、暇です。） 

A: Can you come to my birthday party? （私の誕生パーティーに来ませんか？） 

B: Sure. I almost forgot your birthday, I’m so sorry. 

 （もちろん。あなたの誕生日をほとんど忘れていました。ごめんなさい。） 

A: No problem. （気にしないで。） 
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２ - １・・・Activity 

 
[   ]内に（ ）内の単語を変化させて入れ文を完成し、繰り返し発音してみましょう。 

 

1. He was [      ] in the park this morning. (walk) 

 （彼は今朝公園を歩いていました。） 

 

2.  My aunt was [      ] the piano last night. (play)  

 （私の伯母は昨日の夕方ピアノを弾いていました。） 

 

3.  The boys were [      ] in the field early this morning. (run) 

 （少年たちは今朝競技場を走っていました。） 

 

4. My mother was [      ] dinner in the kitchen. (cook) 

 （私の母はそのとき台所で料理をしていました。） 

 

5. Who was [      ] with you yesterday morning? (talk) 

 （昨日の朝あなたと話をしていたのは誰ですか？） 

 

 

２ - ２・・Activity 

 
[    ]内に適する Be 動詞を入れて文を完成し、繰り返し発音してみましょう。 

 

1.  A: Were you reading a book? （あなたは本を読んでいましたか？） 

 B: No, I [      ]. I was watching TV. . 

  （ いいえ、読んでいません。私はテレビを見ていました。） 

 

2. A: Where was Satoru going this morning?  

  （今朝サトルはどこへ行こうとしていたんですか？） 

 B: He [      ] going to the station. （彼は駅へ向かっていました。） 

 

3.  A: Who was cooking in the kitchen? 

  （誰が台所で料理をしていましたか？ 

 B: Saori [      ] cooking.  （サオリです。） 

 

4. A: What were your sisters doing?  

  （あなたの姉達は何をしていましたか？） 

 B: They [      ] playing badminton with their friends.  

  （彼女らは友達とバドミントンをしていました。） 
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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: Hello, Yumi, where were you last night? （もしもし、ユミ、夕べはどこに居ましたか？） 

B:  I was in my house. Why do you ask?  （家にいました。なぜ聞くんですか？） 

A: 【私は競技場(スタジアム)の門であなたを待っていたんですけど。】 

 【何をしていたんですか？】 

B: 【夕べは宿題をしてました。】 

A: Oh, come on!（ええ、そんなあ！） 

 【僕たちの約束覚えてる？】 

B: Oh, I’m sorry. （ああ、ごめんなさい。） 

 【約束を忘れていました。】 

*forget 忘れる 

 

２ - ４・・・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: Hi, Yuki. Did you get my e-mail?  

 （こんにちは、ユキ。 e-mail は受け取った？） 

B: No, I didn’t.（いいえ、受け取ってません。） 

A: 【1 時間ほど前にあなたに送ったんですが。】 

B: Oh, I’m sorry. （ああ、ごめんなさい。） 

 【近所を犬を連れて歩いていたんです。】 

A: 【今晩暇ですか？】 

B: Yes, I am. （ええ、暇です。） 

A: 【私の誕生パーティーに来ませんか？】 

B: Sure. I almost forgot your birthday, I’m so sorry. 

 （もちろん。あなたの誕生日をほとんど忘れていました。ごめんなさい。） 

A: No problem. （気にしないで。） 
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Memorize these sentences – ５  

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: I was waiting for you at the gate of the stadium. 

  What were you doing last night? 

 B: I was doing my homework last night. 

 

2. I was walking my dog around my neighborhood. 

 

3. My aunt was playing the piano last night.  

 

 

 




