
LevelⅠ

verb / past tense - 1

今回は規則変化をする動詞を覚えましょう。

規則変化する動詞とは、「play → played」、 

「close → closed」のように、語尾に「ed」や

「d」をつけて過去の意味を加えるものです。

「study → studied」な ど 語 尾 の「ｙ」 を「i」

に変えてから「ed」をつけるものもあります。

Exercise1

今日の表現

一般動詞 /過去形① I often see my sister 
on weekends, 

but yesterday I couldn’t.

We always stay at the canteen during break time, 
but yesterday we stayed at the library.

I often see my sister on weekends, but recently I couldn’t.

Soya commonly plays tennis every afternoon, but he played soccer today.

Shuma regularly buys milk tea for lunch, but he tried orange juice for today.

The clinic hours usually starts at 10:00 but yesterday it opened an hour earlier.

私達は休憩時間の間はいつも食堂にいるのですが、昨日は図書館にいました。

私はしばしば私の妹と週末に会うのですが、最近は会えていません。

ソウヤはたいてい午後にテニスをするのですが、今日はサッカーをしました。

シュウマはいつも昼食にミルクティーを買うのですが、今日はオレンジジュースを試しました。

その医院は大抵 10時に始まるのですが、昨日は 1時間早く始まりました。
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Check the grammar

We always play basketball on Sundays, but yesterday we played football.

Ken usually orders coffee but today he ordered English tea.

The teacher always talks about her favorite painters but today she didn’t say anything about them.

私は週末によく姉に会いますが、
昨日は会うことができませんでした。

先生に続いて、重要表現をリピートしましょう！
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Today' Expression

Repeat each sentence after your teacher.



Exercise 2 Sort the words and build sentences.

LevelⅠ

1 ( watched / anime / I / read / usually / manga / but / today / I ).

( to the / weekends / Sunday / but / this / watched a movie / she / Ayuki / goes 
 / often / office / every weekends ).

( everday / school / by bike / Aya / but / goes to / took / the bus / today / she ).

2

3

How often do you watch DVD in a week ?Additional Lesson
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単語を並べ替えて、完成した文章を読みましょう！
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How long does it take to travel to your office ?1

Exercise 3 Answer the following questions. Try to explain your thoughts in sentences.
次の質問に答えましょう。文章であなたの考えを説明してみましょう！

2 What do some Japnaese like to eat as breakfast ?


