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英語の音を聞いてみよう
●英語には，日本語と同じように発音できない音がある。下の例を見て，音声を聞きながら繰り返し発音し， 
英語の音になれよう。

Ａ　特
とく

徴
ちょう

的
てき

な英語の音の例
　 1
　

　 2
　

　 3
　

音声

動画

æ

cat hat bat

 ɑ 

stop fox box

 ʌ 

bus cut cup

 l 

lunch lemon look

 r 

rice run ring

w

watch wash woman

æ は日本語の 「エ」 と 「ア」 をいっしょ
にしたような音を，口を横に大きく開けて，
のどの奥を緊張させて出す。

 ɑ は日本語の 「オ」 と違い，発音する瞬
間に口を大きく開け，のどに近いところで  

「ア」 と発音する。

 ʌ は口をあまり開けずに，日本語の 「ア」  
と 「オ」 の中間のような音を短く出す。

日本語の 「ラリルレロ」 は，舌の先で歯ぐ
きを一音ごとにたたいて発音する。
一方， l は舌の先を上の歯ぐきにつけたまま，
舌の両側から声が外に出るように発音する。

 r は直前に日本語の 「ウ」 を軽くそえる
ようにして発音するとよい。唇を丸めてや
や突き出した状態で，舌が口の中のどこに
も触れないようにして声を出す。

w は日本語の 「ワ」 よりも唇を丸めるよ
うにして，強めに声を出す。「ウ」 と区別
して練習しよう。

英語の発音 音声・動画ページ　https://www.kyo-kai.co.jp/ep/E20/top.html

英語の発音

P.4〜7
音声・動画

 や   のマークがあるページ全体をCOCOAR2でかざすと音声や動画が利用できます。QRコードからも同じ音声や動画が利用でき
ます。（「英語の発音」は，教材選択が必要です。WEB上で mc2  を選択してください。）
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〇学習内容　be動詞の過去形 / 否定文 / 疑問文

Ａ　be動詞の過去形

　13　I was happy yesterday. 私は昨日，幸せでした。

　14　We were classmates last year. 私たちは昨年，クラスメートでした。

　15　Lisa was at home yesterday. リサは昨日，家にいました。

　ア　be動詞の過去形……am，isの過去形は was，are の過去形は were。
〈現在〉 I am happy.
 ↓

〈過去〉　I was happy yesterday.

〈現在〉 We are classmates.
 ↓

〈過去〉　We were  classmates last year.

　イ　was，wereの意味……①「～でした」，②あとに場所を表す語句が続くときは「～にいました〔ありました〕」。

Ｂ　否定文
　16　I was not in Tokyo last week. 私は先週，東京にいませんでした。

　17　Ken and I were not busy yesterday. 健と私は昨日，忙しくありませんでした。

　否定文……was・wereのあとに notを置き，〈主語＋was〔were〕 not ～.〉で表す。

　　I was not〔wasn’t〕in Tokyo. （私は東京にいませんでした。）

　　We were not〔weren’t〕 in Tokyo. （私たちは東京にいませんでした。）

Ｃ　疑問文
　18　Were you tired last night ? あなたは昨夜，疲れていましたか。

 ── Yes, I was. / No, I wasn’t. ── はい，疲れていました。 / いいえ，疲れていませんでした。

　19　Was Tom at home yesterday ? トムは昨日，家にいましたか。

 ── Yes, he was. / No, he wasn’t. ── はい，いました。 / いいえ，いませんでした。

　20　Where were you this morning ? あなたは今朝，どこにいましたか。

 ── I was in the library. ── 私は図書館にいました。

　ア　疑問文……〈Was〔Were〕＋主語～ ?〉で表す。Yes,～was〔were〕. / No, ～ wasn’t〔weren’t〕.で答える。

　　Tom was  at home. Tom and his sister were  at home.

　　Was  Tom at home ? Were  Tom and his sister at home ?
　　── Yes, he was . / No, he wasn’t . ── Yes, they were . / No, they weren’t . 

　イ　疑問詞で始まる疑問文……疑問文の文頭に疑問詞を置く。答えるときは，聞かれた内容を具体的に答える。
　　　　How was the weather yesterday ?　（昨日の天気はどうでしたか。） ── It was sunny.　（晴れでした。）

単数 複数
主語 現在 過去 主語 現在 過去

₁人称 I am was we are were
₂ 人称 you are were you are were

₃ 人称
he
she
it

is was they are were

wasを主語の前に置く wereを主語の前に置く

was not → wasn’t
were not → weren’t

短縮形

UnitUnit be動詞の過去形2
基本文音声
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Unit 2　be動詞の過去形

Ａ 1 〈be動詞の過去形〉　次の文を過去の文に書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。
⑴　I am happy. →　I 　　　　　　　 happy.

⑵　We are in Kyoto. →　We 　　　　　　　 in Kyoto.

⑶　Akemi is a tennis player.　→　Akemi 　　　　　　　 a tennis player.

2 〈be動詞の過去形〉　次の文の　　に，wasか wereのいずれか適する語を書きなさい。

⑴　I 　　　　　　　 busy yesterday.

⑵　My sister 　　　　　　　 at home in the morning.

⑶　We 　　　　　　　 in the gym yesterday afternoon.

⑷　You 　　　　　　　 a junior high school student last year.

⑸　It 　　　　　　　 very cold yesterday.

3 〈be動詞の過去形〉　次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。
⑴　I was free last Monday. 私はこの前の月曜日，（ ）。

⑵　My mother was in the library this morning.　私の母は今朝，（ ）。

⑶　They were at home last night. 彼らは昨夜，（ ）。

Ｂ〈否定文〉　次の文を否定文に書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。
⑴　I was happy then. →　I 　　　　　　　 　　　　　　　 happy then.

⑵　We were busy yesterday. →　We 　　　　　　　 　　　　　　　  busy yesterday.

⑶　Jane was in Tokyo last week. →　Jane 　　　　　　　 in Tokyo last week.

⑷　The students were in the classroom. →　The students 　　　　　　　 in the classroom.

Ｃ 1 〈疑問文〉　次の文を疑問文に書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。
⑴　You were busy last week.

　→ 　　　　　　　 you busy last week ?

⑵　Tom was in the park yesterday morning.

　→ 　　　　　　　 Tom in the park yesterday morning ?

⑶　Joe and his brother were tired last Saturday.

　→ 　　　　　　　 Joe and his brother tired last Saturday ?

⑷　Ms. Green was a teacher five years ago.

　→ 　　　　　　　 Ms. Green a teacher five years ago ?

2 〈疑問文〉　次の対話が成り立つように，　　に適する語を書きなさい。
⑴　Were you happy then ? ── Yes, I 　　　　　　　.

⑵　Was your sister in Canada last year ? ── No, she 　　　　　　　.

⑶　Were Toshiko and her sister busy last Sunday ? ── No, they 　　　　　　　.

⑷　Where were you at ten yesterday morning ? ── I 　　　　　　　 in the park.

語句  

□ búsy　忙しい　　□ cold　寒い，冷たい　　□ free　自由な，ひまな　　□ then　そのとき
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1 〈be動詞の過去形〉　次の文の（　）内から適する語を選び，○でかこみなさい。
⑴　My grandmother （ was，were） in the hospital last month.

⑵　Our teacher （ was，were） at school last Sunday.

⑶　These books （ was，were） very interesting.

⑷　That singer （ was，were） very popular twenty years ago.

⑸　We （ was，were） very happy yesterday.

⑹　The students （ was，were） at the station at two yesterday.

2 〈be動詞の過去形〉　次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
⑴　私は昨日，とても疲れていました。　　　I 　　　　　　　 very tired yesterday.

⑵　私の父と母は先週，北海道にいました。 
　　My father and mother 　　　　　　　 in Hokkaido last week.

⑶　トムは，そのとき 5歳でした。　　　Tom 　　　　　　　 five years old then.

⑷　昨日はくもりでした。　　　　　　　It 　　　　　　　 cloudy yesterday.

⑸　彼らは１週間前，その市にいました。
　　They 　　　　　　　 in that city a week 　　　　　　　.

⑹　健と久美は昨年，同じクラスでした。
　　Ken and Kumi 　　　　　　　 in the same class 　　　　　　　 year. 

3 〈be動詞の過去形〉　下線部に注意して，次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。
⑴　Nancy was at home yesterday. 

　　ナンシーは昨日，（ ）。

⑵　My sister and I were free last night.

　　姉と私は昨夜，（ ）。

⑶　Kana and John were at school yesterday afternoon.

　　佳奈とジョンは昨日の午後，（ ）。

⑷　John’s dog was in the park last Sunday.

　　ジョンの犬はこの前の日曜日，（ ）。 

4 〈be動詞の過去形〉　次の文に（　）内の語句をつけ加えて書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。
⑴　I am a junior high school student.　（ last year）

　　I 　　　　　　　 a junior high school student last year.

⑵　Two students are sick in our class.　（ yesterday）

　　Two students 　　　　　　　 sick in our class yesterday. 

⑶　We are in Kenji’s house.　（ yesterday afternoon）

　　We 　　　　　　　 in Kenji’s house yesterday afternoon.

語句  

□ grándmother　祖母　　□ hóspital　病院　　□ cíty　市　　□ same　同じ　　□ sick　病気の，気分が悪い
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Unit 2　be動詞の過去形

5 〈否定文〉　下線部に注意して，次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。
⑴　It was not cloudy last Sunday. この前の日曜日は（ ）。

⑵　Mika wasn’t happy then. 美香はそのとき（ ）。

⑶　The two cars weren’t new. その 2台の車は（ ）。

6 〈否定文〉　次の文を否定文に書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。
⑴　It was cold yesterday morning. →　It 　　　　　　　 cold yesterday morning.

⑵　Those animals were big. →　Those animals 　　　　　　　 big.

7 〈疑問文〉　下線部に注意して，次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。
⑴　Was Bob in the library after school yesterday ? 

　　ボブは昨日の放課後，（ ）。

⑵　Were you tired yesterday ?　　あなたは昨日，（ ）。

8 〈疑問文〉　次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
⑴　彼らはそのとき，駅にいましたか。　── はい，いました。
　　　　　　　　　  they at the station then ? ── Yes, they 　　　　　　　.

⑵　その本はおもしろかったですか。　── いいえ，おもしろくありませんでした。
　　　　　　　　　 the book interesting ? ── No, it 　　　　　　　 .

⑶　昨日の天気はどうでしたか。　── 晴れでした。

　　　　　　　　　 　　　　　　　 the weather yesterday ? ── It 　　　　　　　 sunny.

⑷　あなたはいつ東京にいましたか。　── 私はこの前の水曜日にそこにいました。

　　　　　　　　　 　　　　　　　 you in Tokyo ? 

　　── I was there 　　　　　　　 Wednesday.

9 〈be動詞の過去形（総合）〉　次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を並べかえなさい。
⑴　私は昨日の夜 7時に，家にいませんでした。　I （ home / wasn’t / at） at seven yesterday evening.

　　I   at seven yesterday evening.

⑵　マリア（Maria）はこの前の金曜日，ひまでしたか。　（Maria / free / was） last Friday ?

　　  last Friday ?

⑶　〔⑵の答えとして〕　いいえ。その日，彼女は忙しかったのです。　No.  （ was / she / busy） that day.

　　No.　  that day.

⑷　昨日，名古屋は寒かったです。　（was / it / cold / in） Nagoya yesterday.

　　  Nagoya yesterday.

⑸　ブライアン（Brian）は昨夜，どこにいましたか。　（ Brian / was / where） last night ?

　　  last night ?

⑹　〔⑸の答えとして〕　彼はそのとき自分の部屋にいました。　（was / his / in / room / he） then.

　　  then.

語句  

□ ánimal　動物　　□ wéather　天気
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1 次の文の　　に，am，are，is，was，wereのいずれか適する語を書きなさい。  Ａ

⑴　We 　　　　　　　 very happy now. 

⑵　Kumi 　　　　　　　 in Akita two days ago.

⑶　I 　　　　　　　 in the library at about five yesterday.

⑷　I 　　　　　　　 at home, but my sister is in the park now.

⑸　We 　　　　　　　 in the first grade last year.

⑹　It 　　　　　　　 sunny yesterday.

2 次の文を否定文に書きかえなさい。  Ｂ

⑴　They were good baseball players.

　　 

⑵　My father was in his room.

　　 

⑶　It was cold in Tokyo.

　　 

⑷　My brother and sister were at home last Sunday.

　　 

3 例にならい，次の文を疑問文に書きかえ，（　）内の語を使って答えなさい。  Ｃ

〔例〕　You were at home this morning.　（ Yes）

　　→　Were you at home this morning ? ── Yes, I was.

⑴　The movie was interesting.　（ Yes）　

　　  ──  

⑵　Tom and Keiko were late for school.　（No）

　　  ──  

⑶　It was hot in Osaka yesterday.　（ Yes）

　　  ──  

　

4 例にならい，次の文を下線部についてたずねる疑問文に書きかえなさい。  Ｃ

〔例〕　He was at school yesterday morning.　→　When was he at school ?

⑴　She was in the park at that time.

　　 

⑵　Yumi and Ken were in the same class last year.

　　 

⑶　Mika was very happy last night.

　　 

語句  

□ in the first grade　１年生で　　□ be late for ～　～に遅れる
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Unit 2　be動詞の過去形

1 次の文の（　）内から適する語を選び，○でかこみなさい。
⑴　My teacher （ is，was，were） sick yesterday.

⑵　They （ are，was，were） very kind to me at the party last Sunday.

⑶　（ Is，Does，Was） Ken in Yokohama now ? ── Yes.　He lives there.

⑷　I saw that movie yesterday. ── Really ?　（Was，Were，Are） it interesting ?

⑸　Emi （ isn’t，wasn’t，didn’t） in the kitchen with her mother five minutes ago.

2 次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
⑴　私の妹は昨日，公園にいませんでした。
　　My sister 　　　　　　　 in the park 　　　　　　　.

⑵　トムと美香は昨年 13 歳でした。

　　Tom and Mika 　　　　　　　 thirteen years old 　　　　　　　 year.

⑶　その車は 10 年前に人気がありました。

　　The car 　　　　　　　 popular 　　　　　　　 years 　　　　　　　.

⑷　太郎は今朝どこにいましたか。── 彼は図書館にいました。

　　　　　　　　　 　　　　　　　 Taro this morning ? ── He was 　　　　　　　 the library.

3 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を並べかえなさい。
⑴　里志は昨夜，そのお店にいました。　Satoshi （ was / the / last / store / at） night. 

　　Satoshi   night.

⑵　昨日の天気はどうでしたか。　（weather / how / the / was） yesterday ?

　　  yesterday ?

⑶　あなたのお姉さんはいつアメリカにいましたか。　（ your / when / in / was / sister） America ?

　　  America ?

⑷　由美と私は先週，とても忙しかった。　Yumi （ I / very / and / busy / were） last week.

　　Yumi   last week.

4 be動詞を使って，次の日本文を英文になおしなさい。
⑴　彼はこの前の日曜日，ひまでした。
　　 

⑵　あなたは昨日，家にいましたか。── いいえ，いませんでした。
　　  ──  

⑶　あなたのお父さんは昨日の朝，忙しかったですか。── はい，そうでした。
　　  ──  

⑷　昨日は晴れではありませんでした。

　　 

語句  

□ kind　親切な　　□ réally　本当に

➡ P.194　読解プラス⑴
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ボランティア　次の英文では，武雄（Takeo）がボランティア活動（volunteer work）について話しています。

これを読んで，あとの各問いに答えなさい。
　Last month, twenty-five students at our school did volunteer work.　We made three ＊groups. 

Students in Group A went to Midori Park and they ＊collected trash there.　Students in Group B 

went to Ajisai Home, and they ①（ talk） with ＊elderly people.　And students in Group C went to 

a ＊kindergarten.　They ②（ sing） and danced with small children.

　I ③（ am） in Group B.　I met an old man at Ajisai Home.　He ＊looked like my grandfather. 

The man’s name was Gen-san.　I saw him by the window.　He was ④（ sit） in a ＊wheelchair, 

and he was looking at something.　So I asked him, “What are you looking at, Gen-san ?”　Then 

he ＊smiled and said, “Look at the f lowers there.　They’re ＊Ajisai.　They’re my favorite f lowers.  

My family loves them, too.”　And he ＊told me about the story of his ＊life.　It was very 

interesting.　I learned a lot of things from his story.　We said goodbye to the elderly people 

there at about four.　Gen-san said, “I was very happy.　Please come here ＊again.”　I was also 

happy.　I ＊will visit him again.

〈注〉　group　グループ　　collect trash　ごみを集める　　elderly　お年寄りの　　kindergarten　幼稚園
　　　look like ～　～に似ている　　wheelchair　車いす　　smile　ほほえむ　　Ajisai　あじさい
　　　told　tellの過去形　　life　人生　　again　また，再び　　will ～　～するつもりだ

⑴　①～④の語を適切な形（ ₁語）になおしなさい。 （ 5点× ₄ ）

　①　　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　③　　　　　　　　　　　④　　　　　　　　

⑵　武雄の学校で行われたボランティア活動の内容について正しいものを，ア～ウから ₁つ選び，記号で答え
なさい。 〔　　　〕　（ ₆点）

　ア　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　　　　ウ

　

グループ 活動内容

A ごみ拾い

B 子どもと交流

C お年寄りと交流

　　

グループ 活動内容

A お年寄りと交流

B ごみ拾い

C 子どもと交流

　　

グループ 活動内容

A ごみ拾い

B お年寄りと交流

C 子どもと交流

⑶　下線部の themが表す具体的な内容として適するものをア～エから ₁つ選び，記号で答えなさい。
　ア　students　　イ　Ajisai　　ウ　volunteer work　　エ　elderly people 〔　　　〕　（ ₆点）

⑷　本文の内容と合うものをア～ウから ₁つ選び，記号で答えなさい。 （ ₆点）

　ア　武雄は先月，ボランティア活動でごみ拾いをした。
　イ　源さん（Gen-san）は武雄の祖父に似ていた。

　ウ　武雄はもうあじさいホーム（Ajisai Home）には行かないつもりである。 〔　　　〕

⑸　本文の内容に合うように次の質問に答えるとき，　　に適する語を書きなさい。 （ ₆点× 2 ）

　ⓐ　Where in Ajisai Home did Takeo see Gen-san ?

　　　── He saw Gen-san 　　　　　　　 the 　　　　　　　.

　ⓑ　Was Gen-san’s story interesting for Takeo ?

　　　── 　　　　　　　, it 　　　　　　　.
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読解プラス⑴Unit 1〜3
得点

/50点

読解問題音声
 のマークがあるページ全体をCOCOAR2でかざすと音声が聞けます。

QRコードからも同じ音声が聞けます。
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●英文はそれぞれ 2回繰り返して読みます。このページの余白にメモをとってもかまいません。

1 英文とその内容についての質問を聞いて，答えとなる絵を選ぶ問題 （10点× 3 ）

 ア イ ウ エ

　⑴　

 ア イ ウ エ

　⑵　

 ア イ ウ エ

　⑶　

2 対話とその内容についての質問を聞いて，最も適する答えを選ぶ問題 （10点× 3 ）

⑴　ア　Yes, he does.  ⑵　ア　He was at home. ⑶　ア　Last Saturday.

　　イ　No, he doesn’t. 　　イ　He was calling his friend. 　　イ　A junior high school.

　　ウ　Yes, he did.  　　ウ　He was doing his homework. 　　ウ　A high school student.

　　エ　No, he didn’t.  　　エ　He was playing basketball. 　　エ　Near the station.

3 英文の中の一部の単語を書き取る問題 （10点× 4 ）

⑴　Ellen 
①
　　　　　　　 Akiko’s house at four o’clock last Saturday.　Akiko was 

②
　　　　　　　 

a letter to her grandmother then.

⑵　Taro takes his dog Hachi to a park every morning.　But it was 
①
　　　　　　　 yesterday 

morning.　So he didn’t take Hachi to the park.　Taro’s mother 
②
　　　　　　　 Hachi to the 

park yesterday afternoon.
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リスニング問題音声TOPページ　https://www.kyo-kai.co.jp/mc/E20/lis-top2E.html

リスニング問題⑴ Unit 1〜3
得点

/100点

 のマークがあるページ全体をCOCOAR2でかざすと音声が聞けます。
QRコードからも同じ音声が聞けます。

補
強
問
題


