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中 2 New Horizon 第 1回 Lessons 

Lesson 1-1：過去進行形 肯定文&否定文 

 過去進行形とは「勉強していた」「食べていた」といった、 

現在進行形の過去形 

（ある動作が、過去のある瞬間行われていていたといった「動作が一時的なもの」） 

です。基本的な形は、現在進行形と同じ。つまり肯定文なら“主語 + be 動詞 + 一般動詞の原形

ing”、否定文なら“主語 + be 動詞 not + 一般動詞の原形 ing”なのですが、be 動詞は過去形にな

りますので注意してください。 

【過去進行形の肯定文：基本の形】 

 主語 ＋     ＋ 一般動詞の原形 ing ＋ ～. 

（「主語」は「一般動詞」していました） 

＜例＞ I was studying English.     （私は英語を勉強していました）   

  He was playing basketball.  （彼はバスケをしていました）     

          We were eating pizza.      （私たちはピザを食べていました） 

【過去進行形の否定文：基本の形】 

 主語 ＋               ＋ 一般動詞の原形 ing ＋ ～. 

（「主語」は「一般動詞」していませんでした） 

＜例＞ I was not (wasn’t) studying English.    （私は英語を勉強していませんでした）  

      He was not (wasn’t) playing basketball. （彼はバスケをしていませんでした）     

            We were not (weren’t) eating pizza.    （私たちはピザを食べていませんでした） 

 

【作り方】 

ステップ 1：現在進行形の文を作る。 

ステップ 2：be 動詞を過去形にする。 

＜例 1：私は英語を勉強していました＞ 

ステップ 1：現在進行形の文を作る。 → 「私は英語を勉強しています」 

            I am studying English.      

was 
      were 

was not (wasn’t) 
       were not (weren’t) 
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ステップ 2：be 動詞を過去形にする。 

            I was studying English.          

＜例 2：彼はバスケをしていませんでした＞ 

ステップ 1：現在進行形の文を作る。 → 「彼はバスケをしていません」 

            He is not playing basketball.              

ステップ 2：be 動詞を過去形にする。 

            He was not (wasn’t) playing basketball.     

Lesson 1-2：過去進行形 疑問文 

 過去進⾏形の疑問⽂も、基本的には現在進⾏形の疑問⽂と同じになります。そのため、現在進⾏

形の疑問⽂を作り、be 動詞を過去形にすれば完成となります。 

 【過去進行形の疑問文： 基本の形】   

be 動詞の過去形 ＋  主語  ＋ 一般動詞の原形 ing ＋ ～? 

 （「主語」は「一般動詞」していたのですか）   

   ＜例＞ Were you watching TV?        （あなたはテレビを見ていたのですか） 

           Was she talking to your mother?  （彼女は、あなたの母親と話していたのですか） 

【作り方】 

ステップ 1：現在進行形の疑問文を作る。 

ステップ 2：be 動詞を過去形にする。 

＜例：あなたはテレビを見ていたのですか＞ 

ステップ 1：現在進行形の疑問文を作る。→ あなたはテレビを見ているのですか。 

                Are you watching TV?         

ステップ 2：be 動詞を過去形にする。 

           Were you watching TV?          
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【疑問文の答え方】 

答え方は、基本的に Yes / No の 2 種類。 

 Yes,   代名詞            be 動詞      .   

 No,    代名詞         *be 動詞           not    . 

*wasn’t / weren’t と be 動詞＋not の短縮形を使うのが一般的。  

＜例＞  Were you watching TV?     

       はい  → Yes, I was.       いいえ → No, I wasn’t. (No, I was not.)  

そして、過去進行形の疑問文に、What や Where といった疑問詞を足す場合は、疑問詞を疑問

文の前に足してあげれば OK です（主語をたずねる who / what などの疑問文の場合、who/ what を

主語として肯定文を作れば OK！）。 

【疑問詞＋過去進行形の疑問文： 基本の形】 

疑問詞 + be 動詞の過去形 ＋  主語  ＋ 一般動詞の原形 ing ＋ ～？ 

    ＜例＞ What were you doing? ― I was doing my homework.  

   （あなたは何をしていたのですか。― 私は、私の宿題をしていました） 

        Where was he studying? ― He was studying in his room.  

     （彼はどこで勉強していたのですか。― 彼は彼の部屋で勉強をしていました） 

Who was teaching English? ― Kenta was.  【主語をたずねる疑問文】 

   （誰が英語を教えていたのですか。― ケンタです） 

【作り方】 

ステップ 1：疑問詞の部分（何、など）に同じ種類の適当な単語を入れて疑問文を作る（主語を

たずねる疑問文の場合は、肯定文を作る）。 

ステップ 2：入れた “適当な単語” を「疑問詞」に戻す（主語をたずねる疑問文は、ここで終了） 

ステップ 3：疑問詞を文頭に持ってくる。 

＜例 1：あなたは何をしていたのですか＞ 

ステップ 1：疑問詞の部分（何）に同じ種類の適当な単語を入れて疑問文を作る。 

      →「あなたは、あなたの宿題をしていたのですか」 

    Were you doing your homework?    

be動詞で聞いているので be動詞 で答える。 

do / does / did で答えないように注意。 

＜例＞ Were you studying English with Ben?  

Yes, I did. ＝×  
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ステップ 2：入れた “適当な単語” を「疑問詞」に戻す。 

           Were you doing what?                

ステップ 3：疑問詞を文頭に持ってくる。 

           What were you doing?              

＜例 2：誰が英語を教えていたのですか＞【主語をたずねる疑問文】 

ステップ 1：疑問詞の部分（何）に同じ種類の適当な単語を入れて肯定文を作る。 

      →「ケンタが、英語を教えていました」 

    Kenta was teaching English.     

ステップ 2：入れた “適当な単語” を「疑問詞」に戻す。 

           Who was teaching English.         

Lesson 1-3：様々なフレーズ① 

1. ~ ago ＝ ～の前に 

＜例＞ They came here 10 minutes ago. ＜彼らは、10 分前にここに来ました＞ 

〔補足説明〕 

ago は、「期間＋ago」の形で使われる。また、ago と before の違いは 「ago＝現在から

～前に」「before = ある時点から～前に」となる。 

     ＜例＞ We finished this an hour ago.      （私たちは、それを 1 時間前に終わらせました） 

We finished this before the meeting. （私たちは、それを会議の前に終わらせました） 

2. arrive at ◯◯ = （「図書館」「駅」「空港」など建物など）◯◯に着く / 到着する 

arrive in △△ = （「国」「市町村」など）△△に着く / 到着する 

＜例＞ We arrived at the airport at 8:00.  ＜私たちは 8 時に空港に着きました＞ 

〔補足説明〕 

前置詞の at / in の使い分けは、一般的な at / in の使い分けを考えてもらえばよい。例え

ば、I am at the station.（私は駅にいます）/ I studied at the library.（私は図書館で勉強しまし

た）と「場所」を指す場合は、at が主に使われ、I am in Japan.（私は日本にいます）/ I live 

in Nagoya.（私は名古屋に住んでいます）と 「国」「市町村」などを指す場合は、in が使わ

れる。 
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3. Later(,) 文. = その後、文. 

＜例＞ Later, we went to the park. ＜その後、私たちは公園に行きました＞ 

  〔補足説明〕 

later は、副詞。later だけでなく、（今までは文の最後によく足されていた）yesterday / on 

Monday などの副詞（句）を文頭に持ってくる形は、強調をしたい時などによく登場する。

副詞（句）の後に、カンマが使われる場合と使われない場合があるが、基本的に意味上の違

いはない。ただし、カンマを使った方が文章を理解しやすい（主語がどこかはっきりする）

という側面はある。 

＜例＞ Yesterday, we had a test.       （昨日、私たちにはテストがありました） 

On Monday, she came to Japan. （月曜日に、彼女は日本に来ました） 

4. have a good time ＝ 良い時間を過ごす / 楽しむ 

＜例＞ We had a good time at the festival.  ＜私たちは、お祭りで良い時間を過ごしました＞ 

  〔補足説明〕 

good の代わりに great / wonderful / amazing といった単語もよく使われる。また、Have a 

good time.（良い時間を過ごして）や、time の代わりに day を用いて Have a good day.（良

い一日を）として、別れの挨拶にも使うことができる。 

5. a lot of fun＝ とても楽しい（こと） / すごく楽しい（こと） 

＜例＞ It was a lot of fun.  ＜それはとても楽しかったです＞ 

 〔補足説明〕 

「a lot of = たくさんの」「fun = 楽しいこと / 楽しみ」という意味。have と一緒に用い

て have a lot of fun とすると「とても楽しく過ごす」という意味になる（have a good time. な

どと、ほとんど同じ意味）。 

＜例＞ We had a lot of fun. ＜私たちは、とても楽しく過ごしました＞ 

 

Lesson 1-4：いる・ある 肯定文・否定文 

 今回学ぶのは「私の授業には 30 人の生徒がいる」「古いカメラがテーブルの上にある」といっ

た「いる・ある」を表す文についてです。基本の形は以下の通りです。 
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There＋be 動詞＋～. 

【注意点】 

1. ここで登場する there は「そこ・あそこ」という意味ではない。 

2. be 動詞は「時制（現在・過去）」「単数 / 不可算名詞」「複数」で使い分ける。 

「現在・単数/不可算＝ is」「現在・複数 ＝ are」 

「過去・単数/不可算＝ was」「過去・複数 ＝ were」 

＜例＞ There is an old camera on the table. （古いカメラがテーブルの上にあります） 

 There are 30 students in my class. （私の授業には、30 名の生徒がいます） 

 There are some people in the library. （図書館の中に、何名かの人がいます） 

 There was a lot of water in the bottle. （たくさんの水がボトルに入っていました） 

 There was a bookstore near the station. （駅の近くに本屋がありました） 

 There were two TVs in the room.  （2 台のテレビが部屋にありました） 

【作り方】 

ステップ 1：「ある・いる」の部分をのぞいて「名詞＋場所」の文を作る。 

ステップ 2：「時勢」「単数・複数・不可算」を確認し、there + be 動詞 の形を文頭に足す。 

＜例 1：古いカメラがテーブルの上にあります＞ 

ステップ 1：「ある・いる」の部分をのぞいて「名詞＋場所」の文を作る。 

→「古いカメラ ＋ テーブルの上にある」 

            an old camera on the table                

ステップ 2：「時制」「単数・複数・不可算」を確認し、there + be 動詞 の形を文頭に足す。 

        →「古いカメラがある」＝「現在」「単数」 

           There is an old camera on the table.         

＜例 2：たくさんの水がボトルに入っていました＞ 

ステップ 1：「ある・いる」の部分をのぞいて「名詞＋場所」の文を作る。 

→「たくさんの水 ＋ボトルの中」 

               a lot of water in the bottle              

ステップ 2：「時制」「単数・複数・不可算」を確認し、there + be 動詞 の形を文頭に足す。 

        →「水があった」＝「過去」「不可算」 

           There was a lot of water in the bottle.        



- 7 - 

【ポイント】 

1. A and B と複数がある場合は、There are/were A and B の形 

例えば「1 匹の犬と 1 匹の猫」がいると言いたい場合、基本的に There are ~. の形が使われ

ます。そのため、There are a dog and a cat ～. となります。しかし、会話などの「くだけた場」

では、There is ~. が用いられることもあります。 

＜例＞ There are a dog and a cat in the room.  （部屋に 1 匹の犬と 1 匹の猫がいます） 

2. 主にスピーキングの際に使われる There is の短縮形 = There’s  

短縮形は、主にスピーキングで使われる（そのため、ライティングでは基本的に短縮形は使

わない）が There is は、There’s と短縮されることが多いです。しかし、There are を There’re 

と短縮させることはあまりないです。その理由は定かではないですが「発音しづらいから」と

いうのが考えられます。また、There was / There were の短縮形も基本的に存在しません（しか

し、スピーキングの際は、速すぎて短縮されているように聞こえる時もあります）。 

＜例＞ There is (There’s) some food on the table. （テーブルの上にいくらか食べ物があります） 

 

≪There + be動詞 の特徴≫ 

 「〇〇が△△にある（例：There is 〇〇 on △△ .）」という表現をしっかり理解するには2つのポ

イントをおさえておく必要があります。 

(1) 〇〇の部分には不特定の名詞が入る 
(2) △△の部分には特定されている名詞（the + 名詞 /所有格 + 名詞など）が入る 

《説明 1:「〇〇の部分には不特定の名詞が入る」について》 
今回の練習で登場する“There ＋ be動詞”は、基本的に 

話し手の間で新しい情報を提供するときに使われる表現 
（モノや人を新しく紹介するとき・新しく発見した時に使われる表現） 

となります。そのため There is a ～ . や There are some ～ . といった、名詞を特定しない形がよ

く使われます。例えば「一人の生徒がいる（生徒が一人いることを今初めて知った）= There is a 
student.」「何本かペンがある（何本かペンがあることを今初めて知った）There are some pens.」と

いった形です。違う言葉で言えば、この There ＋ be 動詞 の形では、 

基本的に「固有名詞」「代名詞」「the や所有格がつく名詞」が「ある」という言い方はしない 

ということです。では「固有名詞」「the や所有格がつく名詞」が「ある」と言いたい場合はどう

するのか？それは、 
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There ＋ be 動詞 の形ではなく、 
その固有名詞、the や所有格がつく名詞を主語にして文を作ります。 

＜例＞ Taro is in my room. ＝ 〇     There is Taro in my room. ＝ × 
    （タロウは私の部屋にいます） 

She is in her office. ＝ 〇     There is she in her office. ＝ × 

（彼女は彼女のオフィスにいます）   

     My school is in Osaka. ＝ 〇   There is my school in Osaka. = × 
    （私の学校は大阪にあります） 

 
《説明 2:「△△の部分には特定されている名詞（the + 名詞など）が入る」について》 
そして「〇〇が△△にある（例：There is 〇〇 on △△ .）」という表現の△△の部分には、特

定されている名詞（the + 名詞 / 所有格 + 名詞 / 固有名詞など）が主に入ります。例えば、あな

たとあなたの友人の前にテーブルがあり、そのテーブル上にペンがあるとしましょう。そこで、あ

なたが「ペンがテーブルの上にあります」と英語で言う場合、ペンは今紹介されたものなので a 
pen となるのですが、テーブルに関しては「自分たちの前にあるテーブル」と限定されているの

で、the table となります。そのため、 

There is a pen on the table. 

という文になります。同様に、△△には、場所を特定している固有名詞や所有格のついた名詞も置

くことができます。 

＜例＞ There was a big poster on the wall. ＝ 〇 （on a wall ＝ ×） 
    （壁に大きなポスターがありました） 

《「どの壁」について話しているか限定されているため the wall になる》 

    There are many good restaurants in Utsunomiya. ＝ 〇 （in a city ＝ ×） 

    （たくさんの良いレストランが宇都宮にはあります） 

《「宇都宮」と限定されている》 

【ポイント！】 

There + be 動詞 + ～. の代わりに使える have 

  「いる・ある」は There＋be 動詞 + ～. の形以外でも have で表すことができます。 
例えば「私たちが住んでいる市には、3つの高校がある」という文。この状況を説明する場合、

英語では、以下の3つの表現が可能です。 

  (1) 「私たちの市には3つの高校があります」 
         → There are three high schools in our city. 
   (2) 「私たちの市は3つの高校を持っています」 
         → Our city has three high schools. 
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   (3) 「（私たちの市に住んでいる）私たちは3つの高校校を持っています」 
         → We have three high schools. 

「私たちの市」を「人」のように扱うことや、「私たちの市 ＝ そこに住んでいる人たち ＝  
私たち」と考えることもできるのが英語の特徴です。 

 

Lesson 1-5：いる・ある 否定文 

 「いる・ある」の否定文は、基本的に「be 動詞」の部分を「be 動詞 not」の形にするだけで完成

となります。 

【「いる・ある」の否定文：基本の形】 

 There + be 動詞 + not + ～.  

*be 動詞と not を短縮させた形を使うことも可。 

＜例＞ There is not (isn’t) a red pen on the desk.          ＜赤いペンは机の上にはありません＞ 

       There are not (aren’t) eight desks in the classroom.  ＜8 台の机は教室にありません＞ 

There was not (isn’t) water in the bottle.          ＜ボトルに水は入っていませんでした＞ 

       There were not (weren’t) new books in the library.  ＜図書館に新しい本はありませんでした＞ 

【作り方】 

ステップ 1：There + be 動詞 の肯定文を作る。 

ステップ 2：be 動詞の後に not を足す（be 動詞と not の短縮も可）。 

＜例 1：赤いペンはテーブルの上にはありません＞ 

ステップ 1：There + be 動詞 の肯定文を作る。 

→ 「赤いペンがテーブルの上にあります」 

            There is a red pen on the table.               

ステップ 2：be 動詞の後に not を足す（be 動詞と not の短縮も可）。 

           There is not (isn’t) a red pen on the table.       

＜例 2：図書館に新しい本はありませんでした＞ 

ステップ 1：There + be 動詞 の肯定文を作る。 

→ 「図書館に新しい本はありました」 

            There were new books in the library.               
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ステップ 2；be 動詞の後に not を足す（be 動詞と not の短縮も可）。 

           There were not (weren’t) new books in the library.   

【ポイント！】  

「全くない・全くなかった」「少しもない・少しもなかった」という場合の any 

   もうすでに登場している 「全くない・全くなかった」「少しもない・少しもなかった」と

いう意味の any は「いる・ある」の否定文では、よく登場します。any を使う時の注意事項は

「可算名詞の時は、be 動詞は are / were で複数形を用いる」「不可算名詞の時は、be 動詞は is / 

was」を使うというところです。 

【「全くない」「少しもない」の否定文：基本の形】 

 There + are not (aren’t) + any +可算名詞の複数形 + ～.  

There + is not (isn’t) + any + 不可算名詞 + ～. 

（There + is + not + any + 単数形は、あまり使われない） 

＜例＞ There are not (aren’t) any red pens on the table. （テーブルの上に赤いペンは全くありません） 

         There is not (isn’t) any milk in the refrigerator.  （冷蔵庫に牛乳は全くありませんでした） 

【「全くなかった」「少しもなかった」の否定文：基本の形】 

 There + were not (aren’t) + any +可算名詞の複数形 + ～.  

There + was not (isn’t) + any + 不可算名詞 + ～. 

（There + was + not + any + 単数形は、あまり使われない） 

＜例＞ There were not (weren’t) any students. （学生は一人もいませんでした） 

          There was not (wasn’t) any food there. （そこに食べ物は全くありませんでした） 

Lesson 1-6：いる・ある 疑問文  

 「いる・ある」の疑問文は、「be 動詞」を文頭に持ってくれば完成となります。 

 【「いる・ある」の疑問文：基本の形】  

 be 動詞 + there + 名詞 + ～?   

＜例＞ Is there a red pen on the table?         （赤いペンはテーブルの上にはあるのですか） 

       Are there ten desks in the classroom?    （10 台の机が教室にはあるのですか） 

Was there food in the box?            （箱の中に食べ物はありましたか） 

       Were there two TVs in the room?       （部屋には 2 台のテレビがあったのですか） 
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【作り方】 

ステップ 1：There + be 動詞 の肯定文を作る。 

ステップ 2：be 動詞を文頭に持ってきて、最後を？にする。 

＜例 1：赤いペンはテーブルの上にはあるのですか＞ 

ステップ 1. There + be 動詞 の肯定文を作る。 

→ 「赤いペンがテーブルの上にあります」 

            There is a red pen on the table.               

ステップ 2. be 動詞を文頭に持ってきて、最後を？にする。 

            Is there a red pen on the table?              

＜例 2：部屋には 2台のテレビがあったのですか＞ 

ステップ 1. There + be 動詞 の肯定文を作る。 

→ 「部屋には 2台のテレビがありました」 

            There were two TVs in the room.            

ステップ 2. be 動詞を文頭に持ってきて、最後を？にする。 

           Were there two TVs in the room?            

【ポイント！】 

 「いくつか / いくらか / 何か」という意味の any は、よく登場する。 

  「いる・ある」の疑問文では「いくつか / いくらか / 何か」という意味の any がよく登場し

ます。any は、基本的に“Are (Were) there any 複数形 ~ ?”か“Is (Was) there any 不可算名詞 

~ ?” の形で使われます。 

       ＜例＞Are there any big desks in the classroom? （教室に大きな机は何台かありますか） 

Was there any food on the table? （テーブルの上にいくらか食べ物があったのですか） 

 

【疑問文の答え方】 

 Yes,   there           be 動詞      .   

   No,   there        be 動詞           not    . 

*be 動詞と not の短縮形を使うのが一般的。   

 

＜例 1＞  Is there a red pen on the table? （赤いペンがテーブルの上にあるのですか） 

         はい → Yes, there is.     いいえ → No, there isn’t. (No, there is not.)  
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＜例 2＞  Were there two TVs in the room?  （部屋には 2 台のテレビがあったのですか）  

         はい → Yes, there were.    いいえ → No, there weren’t.  (No, there were not.)  

 

そして、疑問詞が付く場合は、他の疑問文同様「いる・ある」の疑問文の前に How many 〇〇 

/ How much △△ といった疑問詞を足してあげれば完成となります。 

 【いる・ある（疑問詞＋疑問文）：基本の形】  

 疑問詞 + be 動詞 ＋ there + ～？  

    ＜例＞ How much money is there in the box?  

（箱の中にどれくらいの量のお金があるのですか） 

How many students were there in that class?  

（何人の生徒があの学級にはいたのですか） 

【作り方】 

ステップ 1：疑問詞の部分に適当な単語を入れて there + be 動詞の疑問文を作る。 

ステップ 2：入れた「適当な単語」を疑問詞に戻す。 

ステップ 3：疑問詞を文頭に持ってくる。 

＜例：何人の生徒があの学級にいたのですか＞ 

ステップ 1：疑問詞の部分に適当な単語を入れて there + be 動詞の疑問文を作る。 

      →「30 人の生徒があの学級にいたのですか」 

   Were there 30 students in that class?             

ステップ 2：入れた「適当な単語」を「疑問詞」に戻す。 

   Were there how many students in that class?       

ステップ 3：疑問詞を文頭に持ってくる。 

           How many students were there in that class?       

 

 

 


