
5/12 (火)課題  
休校中の作文を書こう 

田無第二中学校 二年生英語 



過去形とは？   

    「～しました。」 と 過去の動作を表す形!! 

 

作り方 
 ①動詞に 「- ed」 や「- d」をつけて過去形にする 規則動詞 

 ②不規則に形が変化する             不規則動詞 

 

                     の ２つ がありました！！ 

まずは過去形の復習 



規則動詞の例  
  「-ed」をつける・・・  play → played        talk → talked 

  ほとんどの動詞              する  した      話す   話した        

 

  「-d」をつける・・・  use → used             live → lived    

   eで終わる動詞     使う  使った           住んでいる 住んでいた 

 

 

      「yをとって-ied」をつける・・・  study → studied     try → tried   

     子音字＋ｙで終わる動詞    勉強する   勉強した      試す  試した 

規則動詞 

子音字とは・・・ 
a, i , u, e, o 以外のアルファベット！ 



不規則動詞の例 これは１つずつ覚えていくしかない！ 

 

  go →  went         eat → ate       see → saw 

 

    buy →  bought     make → made      run → ran 

 

まだまだたくさんある・・・ 

２年生の教科書の１４２、１４３ページに表があります。 

不規則動詞 



 まずは、どのような作文を書くか、概要を考えます。 

 

 基本的に作文をするときは３つの部分に分けて書くとよい。 

 

 

 

それでは作文をしましょう① 

Opening  何についての作文かを書く 

             Body  具体的な内容を書く 

    Closing  結論 感想や考えたことなどを書く 



 Openingの例    
 

例① I stayed home with my family in April. 

         家にいた        家族と 

 

例② I didn’t go out because of COVID-19.  

      外に出れなかった    ～のために   コロナウィルス 

 

 because of ～は「～という理由で」という意味です。 

とても便利な表現なので覚えておこう。 

それでは作文をしましょう② 

ノートにメモしておいて、 
あとで清書しよう！ 



 Bodyの例  やったことをたくさん書いてみよう 

例① I played (ゲームの名前など).   
 

例② I talked with (人).    
 

例③ I studied very hard.  
 

例④ I watched (映画、テレビ番組). 
 

例⑤ I made (お菓子、料理). 
 

例⑥ I ate (お菓子、料理). 
 

例⑦ I bought (買ったもの). 
 

例⑧ I went to (いった場所). 

それでは作文をしましょう③ 

とりあえず 
ノートにたくさんメモしよう！ 

あとで清書します 



Bodyの、話の内容を広げよう！ 
例① I watched TOY STORY 3. 

         I love Woody because he is cool. 
                  ウッディ（トイストーリーのキャラ） 
 

例② I made dinner with my mother. 

         We made curry and rice. 

  

例③ My father bought Nintendo Switch on Amazon. 

         I played Dobutsu no Mori with my brother. 

 

例④ I went to the supermarket with my sister. 

         We bought some eggs and milk. 

 

それでは作文をしましょう④ 

Becauseは 
「なぜなら～」 



 Closing 最後に感想を書いてみよう。 

 

例① I didn’t go out, but I had a good time with my    

       family. 

 

例② I enjoyed staying home. 

 

 

例③ I did many things with my family.  

 

それでは作文をしましょう⑤ 

had a good time 
良い時間を過ごした 

Staying home 
「家にいること」 



 では、opening body closingの 

  メモをまとめてノートに清書をしましょう！！ 

 ※８文以上を目指して書こう！ 

 

 次のページで先生の作った例文を紹介しますので 

 参考にしてください。 

それでは作文をしましょう⑥ 



I stayed home with my wife because of COVID-19. 
 

I watched a lot of Disney movies on TV.  

I loved Toy Story 3.  
 

I enjoyed cooking with my wife. 

We made a pudding and a cheese cake. 
 

I played Mario Kart Wii. I usually use Kinopio. 

He is very fast. 
 

I didn’t go out, but I enjoyed staying home. 

先生の例文 



 ピンチはチャンス！ 

 

この休校中はいろいろなことに挑戦するチャンス！ 

 

自由研究、料理、語学、家の手伝い、経済について学ぶ、 

何かを作る、将来について考える… 

 

いろいろなことをするチャンスです。 

何か一つでもこの休校中に挑戦しよう！ 

お疲れ様でした！ 


