
SITUATION  
Hanna and Sayaka are talking about Sayaka’s new shoes. 
ハンナとサヤカは、サヤカの新しい靴について話しています。	

Hanna : Your new shoes are very cute. 
　　　　　  But they look really expensive. 　　　　

	Were they on sale?    
 
Sayaka: Yes! I found them on sale at the  
              department store yesterday. 
 
Hanna : That’s great! I really like them.	

DIALOGUE   

ハンナ： 
あなたの新しい靴はとてもかわいい。 
でもとても高そう。 
もしかして、セールだったの？	
	
	
	
サヤカ： 
その通りよ！ 
昨日デパートでみつけたの。	
	
	
	
ハンナ： 
よかったね！その靴本当にいいと思う
わ。	
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on sale ~                    　売りに出ている、特売で	

new                               新しい 
expensive                     高価な   
found                            見つけた　(findの過去形) 

Were they on sale? 
 それらはセールだったのですか。　	
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Directions: First repeat after your tutor and then practice each role.	
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。 	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself. 	
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	



LANGUAGE FOCUS  

Using Were/Was in Questions and Negative Form 
Were/Was の疑問文・否定文での使い方	

今日のポイント	
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  Were they on sale? 
 

それらはセールだったのですか。	

  あなたは若かった頃、裕福ではなかった。 

  　 

ACTIVITY 
練習	

1.  I was happy with the result.  
私はその結果に満足でした。   　 

Activity 1:  Change the following sentences in the negative form.　 
練習1：次の文を否定文にしてみましょう。	
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6 

2.  Your white shirt was in the closet. 
　　 あなたの白いシャツはクローゼットにありました。     　 

   　　　  

The train wasn’t on time this morning.　　　  今朝電車は時間通りに来なかった。	

　　	

  

I wasn’t in Japan last year.　 

Was your dress expensive?  
– No, not so expensive.  

「あなたのドレスは高かったですか？」 

「いいえ、そんなに高くなかったです。」 

Were your parents strict when you were a   
child? 
 – Yes, they were.  

You weren’t rich when you were young.  

「あなたが子供のとき、両親は厳しかったですか？」 

「はい、厳しかったです。」	

Activity 2:  Change the following sentences into    
                 questions. 
練習2：次の文を疑問文にしてみましょう。	

1.  This novel was very interesting. 
この小説はとてもおもしろかったです。        　　　　   　 

2.  The certification exam was difficult . 
その資格試験は難しかった。 

私は去年日本にいませんでした。	

Why was he angry yesterday?  昨日なぜ彼は怒っていたのですか？	

Hints 
ヒント	

certification     証明、保証  	

closet                  タンス、クローゼット	

result                　結果   	

novel                   小説	

certification exam    資格試験	

Activity 3:  Ask and answer questions with your tutor. 
練習3：先生と質問のやり取りをしてみましょう。	
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Using Were/Was In Questions And Negative Form　
Was/Wereの疑問文/否定文での使い方	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.	
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	


