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Eiken 3rd Grade
英検 3級英検 3級
Eiken 3rd Grade

Let`s review! 復習してみよう！1
ふくしゅう

 

(1)I am a student.

(2)She is an English teacher.

(3)They are University students.

(4)We are baseball players.

(5)It is sunny.

過去の意味になるように文章を変えてみよう！

→
→

→
→

→

(1)I 　　　 a student.

(2)She 　　 an English teacher.

(3)They 　　 University students.

(4)We 　　 baseball players.

(5)It 　　 sunny.

Let`s make past tense sentences.

It
He
She

＋ ＋
is
was

動きの英語以外

are

You
We
They

＋ ＋were 動きの英語以外

2
かこ　　 いみ　 　　　　 　　　　ぶんしょう 　か

 

am
I ＋ ＋

was
動きの英語以外

I am a singer.
I was a singer.

It is rainy.
It was rainy.

We are students.
We were students.例）

例）

例）うご　　　　　　えいご　いがい

うご　　　　　　えいご　いがい

うご　　　　　えいご　いがい

れい

れい

れい

私は歌手です。

私は歌手でした。

雨です。

雨でした。

私達は学生です。

私達は学生でした。

わたし　　かしゅ

わたし　　かしゅ

あめ

あめ

わたしたち　　  がくせい

わたしたち　　  がくせい

Lesson1 過去の英語
かこ　　　　　えいご

Past Tense (Be Verb)
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Eiken 3rd Grade
英検 3級英検 3級
Eiken 3rd Grade

Let`s practice past tense sentences! 過去の英語の文章を作ってみよう！3
かこ　　   えいご　  ぶんしょう　つく

 

(1) I                      sick this morning. 
(2) We                         very tired last night.
(3) They                         at the supermarket this afternoon.
(4) You                          in your room. 
(5) She                      so sleepy this morning.
(6) It                     sunny and hot yesterday.
(7) Mr. Thompson                        our science teacher.
(8) My mother                          in the kitchen.
(9) Your father                          in the garage. 
(10) My mother and I                         so happy to see Keiko.

Mr. Tanaka   ( たなかさん）　→　一人の男の人　→　He
My mother ( 私のお母さん）→　一人の女の人　→ She
My sister and I （私のお姉さんと私）　→　自分を含む複数　→  We
Ms. Yoshida （よしださん）　→　一人の女の人　→ She
Keiko and Takashi （けいこさんとたかし君）→　自分を含まない複数　→　They

文章の始めが、I, You, They, We, She, He, It ではない時はどうやって考えたらいいかな？

I ( わたし） You （あなた） They ( 自分を含まない複数）We（自分を含む複数）
She ( 女の人 1人 ) He （男の人 1人）It（物 1つ・動物 1匹・人に言いかえられないもの）

ぶんしょう　はじ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   とき　　　　　　　　　　　    かんが

じぶん　　　　　ふく　　　　　　　　　ふくすう　　　　　　　　　　　じぶん　　　　    ふく　　　　ふくすう

おんな　　　ひと　　ひとり　　　　　　　　おとこ　　　ひと　ひとり　　　　　　　　　もの　　　　　　　　　どうぶつ　　　いっぴき　　　ひと　　　　い

ひとり　　　　　おとこ　　　ひと

ひとり　　　　　おんな　　　ひとわたし　　　　　かあ

わたし　　　　　　ねぇ　　　　　　　　わたし わたし　　　　ふく　　　　ふくすう

ひとり　　　　　おんな　　　ひと

くん　　　　　　　　じぶん  　 　　　ふく                      　　　　ふくすう

重要！
じゅうよう

Lesson1 過去の英語
かこ　　　　　えいご

Past Tense (Be Verb)


