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was, wereをつかって  
去年の学校行事 

(または去年の出来事) 
について書こう 

田無第二中学校 二年生英語 



was, wereとは！？ 

 was, were は be動詞の過去形である！        
  

 was は am, is の過去形 

 wereはareの過去形 

 

☆wasは主語が I, She, Itなど１人(１つ)の時に使う 

☆wereは主語がWe, Theyなど複数の時に使う 

今までならったbe動詞は 
am, is, are の３つ！ 



was, were を使って言えること① 

○過去の気持ちを表せる！「～だった」 
 

例えば… 

I was happy.     「私はうれしかった」 

I was tired.         「私は疲れた」 

She was lonely.     「彼女はさみしかった」 

We were nervous.  「私たちは緊張した」 

They were sad.      「彼らは悲しかった」 



was, were を使って言えること①’ 

○ここで気持ちを表す言葉をチェック！！！ 
 

happy    = ハッピー、幸せ、うれしい 

tired      = 疲れている 

lonely    = さみしい 

nervous = 緊張している 

sad        = 悲しい 

busy      = 忙しい 

angry     = 怒っている 



was, were を使って言えること② 

○過去のできごとの感想を言う「～だった」 
 

例えば… 

The ski trip was great.   「スキー教室は最高だった」 

The sports day was exciting.「運動会はわくわくした」 

It was fun.                         「それは楽しかった」 

The cookies were good.       「クッキーはおいしかった」 



was, were を使って言えること②’ 

○ここで感想を表す言葉をチェック！！！ 
 

great           =  すごくよい、最高 

exciting       =  わくわくするような 

fun              =  楽しい 

good            =  よい、おいしい 

beautiful       =  美しい 

interesting    =  おもしろい 

boring          =  つまらない 



was, were を使って言えること③ 

○過去の状態(職業など)を言う「～だった」 
 

例えば… 

My mother was a teacher.     「母は教師だった」 

My father was a soccer player.「父はサッカー選手だった」 

 

 



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。前回も言いました。 

 

 

 

それでは作文をしましょう！ 

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 



作文する前に！！ 
○今回の作文では去年の学校行事(または去年の
出来事)について書きますので、 
 

学校行事は英語でどう言うか、復習しましょう！ 

 

①運動会            = sports day 

②合唱コンクール = chorus contest 

③意見発表会       = speech contest 

④校外学習          = field trip 

⑤スキー教室    = ski trip  

NEW!! 



去年の行事について作文しよう① 

 Opening どの行事(できごと)について書くか 
 

例えば… 

例①We had a ski trip last year.  
           「去年スキー教室がありました。」 
 

 

例②I visited my grandmother last winter.  

        「去年の冬おばあちゃんを訪ねました。」 

had 
(行事が)ありました 

last 
去年の 

まずは書きたいことのメモを取って、後で清書しよう 



去年の行事について作文しよう② 

 Body 内容をwas,wereを入れながら書こう 
 

例① We had a sports day. It was exciting.   
 

例② We saw a lot of snow. It was beautiful.    
 

例③ I ate Okonomiyaki. It was good. 
 

例④ I played the piano. I was nervous. 
 

例⑤ I won a race. I was happy. 
 

例⑥ We got the gold prize. We were happy. 

金賞 



去年の行事について作文しよう③ 

 closing  最後にまとめの感想を書こう  
 

例① We had a very good time.  
 

例② We enjoyed the sports day very much.    
 

例③ I love ski. I want to go again. 
 

want to 
~したい 



 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！！ 

   ※今日も８文以上を目指そう！ 

 

 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。 

去年の行事について作文しよう④ 



先生の例文 
We had a ski trip last year. It was great. 

We went to Sugadaira by bus. 

We saw a lot of snow. It was beautiful. 

The ski lessons were very fun. 

We enjoyed ski with an instructor. 

He was very nice. 

We ate Oshiruko after the lesson. 

It was delicious. 

We talked and played cards at night.  

It was exiting. 

We had a very good time. 



お疲れ様でした！ 

良い作文ができましたか？ 

課題は休校明けに提出の予定です！ 

課題以外にも自分の興味のあることを通し
て英語の勉強をしていこう！ 

洋楽を聞いたりYouTubeでほかの国の文化を
学んだり… 

この時間を有効に使いましょう！ 


