
この本は，学習ページ（各４P）と仕上げページ（各1P），巻末付録で構成されています。
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Step 4. 一般動詞の過去の疑問文と答え方　 

Step 3. 一般動詞の過去の否定文　 

空所をうめよう

空所をうめよう

⑴　    clean his room? （彼は部屋を掃除しましたか。）

　　    use the computer?

 （彼らはそのコンピュータを使いましたか。）

⑵　Did you help your mother yesterday?

 （あなたはきのう，お母さんを手伝いましたか。）

　― Yes, ∞  .  （はい，手伝いました。）

　― No, ∞  .  （いいえ，手伝いませんでした。）

⑴　∞    study. （わたしは勉強しませんでした。）

　　We    go there yesterday.

 （わたしたちはきのう，そこに行きませんでした。）

⑵　We  play soccer.  （わたしたちはサッカーをしませんでした。）

　　Koji  eat breakfast. （コウジは朝食を食べませんでした。）

　　Meg and Tom    look excited.

  （メグとトムはわくわくしているように見えませんでした。）

⑴　一般動詞の過去の疑問文は主語の前にdidを置き，動詞はもとの形（＝原形）にする
　「〜しましたか。」という意味になる� 一般動詞の現在の疑問文➡ p.33 中1 AB⑤一般動詞
⑵　一般動詞の過去の疑問文に答えるときはdidを使って，
　Yes, ～ did.またはNo, ～ didn’t［did not］.とする

⑴　一般動詞の過去の否定文は動詞の前にdid notを置き，動詞はもとの形（＝原形）にする
　「〜しませんでした。」という意味になる� 一般動詞の現在の否定文➡ p.33 中1 AB⑤一般動詞

⑵　did�notの短縮形はdidn’t。主語が何でもdidn’t［did not］を使う

学習日　　　／　　　一般動詞の過去形

1-2 一般動詞の過去の否定文・疑問文
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□⑴　次の英文を否定文にしなさい。
□①　∞ played baseball after school.
　　　  after school.
□②　He got up at seven this morning.
　　　  this morning.
□③　My brother and ∞ went fi shing last Sunday.
　　　  last Sunday.

□⑵　次の日本語に合う英文になるように，  に適する語を書きなさい。
□①　わたしたちは昨夜，テレビを見ませんでした。
　　　We      TV last night.
□②　ユキはきのう，忙しそうに見えませんでした。
　　　Yuki    busy yesterday.  

Q 3 練習しよう

□⑴　次の英文を疑問文にしなさい。
□①　You studied English after dinner.
　　　  after dinner?
□②　Aya had a good time at the party.
　　　  at the party?
□③　Shun and Taku saw a soccer game last Saturday.
　　　  last Saturday?

□⑵　次の日本語に合う英文になるように，  に適する語を書きなさい。
□①　あなたは３日前，博物館を訪れましたか。― はい，訪れました。
　　　Did you visit the museum three days ago? ―   , ∞  .
□②　彼女はきのう，ケーキを作りましたか。― いいえ。クッキ―を作りました。
　　　Did she make a cake yesterday? 
　　―   , she  .　She  cookies.

Q 4 練習しよう

　次の（　　）内の語を適する形（１語）に直しなさい。
　 Hello, everyone.  I am Yuko.  My father is a doctor.  My mother is an English teacher.  
They ① ( be ) very busy and come home late every day.  I have a sister.  ② ( She ) name is 
Misaki.  She is a high school student and ③ ( go ) to her school by bus.
　 Last Sunday, we ④ ( go ) to the park near my school and ⑤ ( play ) tennis together.  We 

⑥ ( have ) a very good time on that day.

□① 　　□② 　　□③ 　　□④
□⑤ 　　□⑥ 　　

チャレンジ問題!! 今まで習ったものも含めて理解できているかな？

⑵②　否定文と肯定文のちがいに注意しよう。

一般動詞の過去の否定文の形と，一般動詞の過去の疑問文の形，疑問文への答え方を確認しよう。
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Step 1. 一般動詞の現在形と過去形　 

Step 2. 一般動詞の過去形の作り方　 

空所をうめよう

空所をうめよう

⑴　You look happy.    （あなたは幸せそうに  。）

　　You looked happy. （あなたは幸せそうに  。）

⑵　She  in the park.  （彼女は公園で走ります。）

　　He  to school.  （彼は学校まで歩きました。）

⑴　∞  my grandmother.  （わたしは祖母を訪ねました。）

　　He  math last night. （彼は昨夜，数学を勉強しました。）

⑵　We  to the library.  （わたしたちは図書館に行きました。）

　　He  Ms. Smith at the station yesterday. 
 （彼はきのう，駅でスミスさんを見ました。）

⑴　一般動詞の現在形は「～します」という意味を，過去形は「～しました」という意味を表す

⑵　現在形は主語が３人称単数のとき動詞の語尾に(e)sをつける。過去形は主語が何でも同じ形
　� 一般動詞の現在形➡ p.33〜34 中1 A～D⑤一般動詞

語尾 (e)sのつけかた 例

＊�haveは不規則
　に変化する
　have�→ has

ふつう そのままsをつける play→plays
s,x,o,ch,sh esをつける go→goes
≪子音字＋y≫ yを iにかえてesをつける study→studies

⑴　一般動詞には規則的に変化する規則動詞と不規則に変化する不規則動詞がある

　規則動詞は語尾に（e）dをつけて作る
語尾 (e)dのつけかた 例
ふつう そのままedをつける play→played

e dだけつける use→used
≪短母音＋子音字≫ 語尾の文字を重ねてedをつける stop→stopped
≪子音字＋y≫ yを iにかえてedをつける study→studied

⑵　不規則動詞の過去形は１つ１つ覚える� 不規則動詞➡ p.40 ★ 不規則動詞変化表

　　�例　see – saw, go – went

過去を表す語句
yesterday （きのう）
last ～ （この前の～）
～ ago （～前に）
then （そのとき）

これもcheck !

暗記例文 ∞  went  to Hokkaido two years ago.
わたしは２年前，北海道に行きました。

学習日　　　／　　　一般動詞の過去形

1-1 一般動詞の現在形・過去形
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□⑴　 次の日本語に合う英文になるように，（　　）内の語を適する形に直しなさい。
□①　わたしは夕食後，音楽を楽しみました。
　　　∞ （ enjoy ） music after dinner.  
□②　彼らは５年前，この市に住んでいました。    
　　　They （ live ） in this city fi ve years ago.  
□③　その車はわたしの家の近くで止まりました。 
　　　The car （ stop ） near my house.  
□④　ジムは夕食後，英語を勉強しました。 
　　　Jim （ study ） English after dinner.  

□⑵　次の英文に合うものを（　　）内から選び，○で囲みなさい。
□①　∞ （ go, went ） to bed at eleven last night.
□②　My father （ had, has ） a car three years ago.
□③　Beth （ comes, came ） home late yesterday.
□④　∞ （ buy, bought ） some eggs a week ago.
□⑤　My sister （ read, reads ） the book last month.
□⑥　Yuta （ take, takes, took ） a bus to school last year.  But now, he （ use, 

uses, used ） his bike.

Q 2 練習しよう

□⑴　次の日本語が表す英文をあとから選び，記号で答えなさい。
□①　ミカは毎週日曜日にサッカーの試合を見ます。 〔　　　　　〕
□②　ミカは昨夜，そのCDを聞きました。 〔　　　　　〕
□③　ミカはそのとき，悲しそうに見えました。 〔　　　　　〕

ア　Mika likes music.  イ　Mika watches soccer games on Sundays.
ウ　Mika looked sad then. エ　Mika plays the piano every day.
オ　Mika is in her room now. カ　Mika listened to the CD last night.

□⑵　次の日本語に合う英文になるように，（　　）内から適語を選び，○で囲みなさい。
□①　わたしは新しいバッグがほしいです。
　　　∞ （ want, wants, wanted ） a new bag. 
□②　彼女は晴れた日にイヌを洗います。
　　　She （ wash, washes, washed ） her dog on a sunny day.
□③　彼は一年中，懸命に努力しました。
　　　He （ try, tries, tried ） hard all year.

Q 1 練習しよう

⑵⑥　文の前半と後半で時制が異なっていることに注意しよう。

一般動詞の現在形「〜します」と過去形「〜しました」を復習して，
規則動詞と不規則動詞の過去形の作り方を確認しよう。

この本の使い方
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1-1.	 次の英文に合うものを（　　）内から選び，○で囲みなさい。
□⑴　He often （ play, plays ） basketball.

□⑵　∞ （ live, lives, lived ） in Osaka two years ago.

□⑶　They （ look, looks, looked ） angry last night.

□⑷　She （ come, comes, came ） to my birthday party last Saturday.

□⑸　My brothers （ make, makes, made ） okonomiyaki yesterday evening.

1-2.	 次の英文を〔　　〕内の指示にしたがって書きかえなさい。
□⑴　They looked happy then.　〔否定文に〕
　　　  then.

□⑵　You read my e-mail last night.　〔疑問文に〕
　　　  last night?

□⑶　Tom took a lot of pictures in Kyoto.　〔①疑問文にして，②yesで，③noで答える〕
□①   
□②　 
□③　 

□⑴　エリは毎週日曜日にギターをひきます。 〔　　　　　〕
□⑵　エリは２年前ネコを飼っていました。   〔　　　　　〕
□⑶　エリはきのう，宿題をしませんでした。 〔　　　　　〕
□⑷　エリは新しいかばんを買いましたか。 〔　　　　　〕
　

ア　Did Eri cook lunch? イ　Eri had a cat two years ago.
ウ　Eri doesn’t know the news. エ　Did Eri buy a new bag?
オ　Eri didn’t do her homework yesterday. カ　Eri plays volleyball.
キ　Eri had a good time in Kobe. ク　Eri plays the guitar on Sundays.

次の日本語が表す英文をあとから選び，記号で答えなさい。ry!Try!T

学習日　　　／　　　

一般動詞の現在形・過去形
一般動詞の過去の否定文・疑問文1-1

-2

仕上げページ 一般動詞の過去形

暗記例文

わたしは２年前，北海道に行きました。
１ ２ ３

１ 学習する単元の重要事項を確かめます。
その単元で重要な文を示しています。

Step と同じ番号の問題を解きましょう。
はやや発展的な問題です。

今まで習ったものも含めて理解できている
かを確かめる問題です。

Q 練習しよう 	の問題が解けるようになっているかチェックします。

ry!Try!T 	 単元の学習内容を利用する応用問題や，
	 今まで習ったものを含めた応用問題です。

これまでに学習した文法事項をまとめたものです。
今まで習ったものでわからないものが出てきたとき，
もう一度ふりかえりたいときに確認しましょう。

覚える内容や注意すべき点をまとめています。

POINTの内容を確かめる空所補充問題です。

３ 単元の学習を終えたら，仕上げページに取り組みます。

２ 　  に対応する問題に取り組みます。１
Q 練習しよう

つなげよう！　これまでの復習
巻末付録

1 4
2 5
3
*
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Step 1. 一般動詞の現在形と過去形　 

Step 2. 一般動詞の過去形の作り方　 

空所をうめよう

空所をうめよう

⑴　You look happy.    （あなたは幸せそうに  。）

　　You looked happy. （あなたは幸せそうに  。）

⑵　She  in the park.  （彼女は公園で走ります。）

　　He  to school.  （彼は学校まで歩きました。）

⑴　∞  my grandmother.  （わたしは祖母を訪ねました。）

　　He  math last night. （彼は昨夜，数学を勉強しました。）

⑵　We  to the library.  （わたしたちは図書館に行きました。）

　　He  Ms. Smith at the station yesterday. 
 （彼はきのう，駅でスミスさんを見ました。）

⑴　一般動詞の現在形は「～します」という意味を，過去形は「～しました」という意味を表す

⑵　現在形は主語が３人称単数のとき動詞の語尾に(e)sをつける。過去形は主語が何でも同じ形
　� 一般動詞の現在形 ➡ p.33〜34 中1 A～D⑤一般動詞

語尾 (e)sのつけかた 例

＊�haveは不規則
　に変化する
　have�→ has

ふつう そのままsをつける play→plays
s,x,o,ch,sh esをつける go→goes
≪子音字＋y≫ yを iにかえてesをつける study→studies

⑴　一般動詞には規則的に変化する規則動詞と不規則に変化する不規則動詞がある

　規則動詞は語尾に（e）dをつけて作る
語尾 (e)dのつけかた 例
ふつう そのままedをつける play→played

e dだけつける use→used
≪短母音＋子音字≫ 語尾の文字を重ねてedをつける stop→stopped
≪子音字＋y≫ yを iにかえてedをつける study→studied

⑵　不規則動詞の過去形は１つ１つ覚える� 不規則動詞 ➡ p.40 ★ 不規則動詞変化表

　　�例　see – saw, go – went

過去を表す語句
yesterday （きのう）
last ～ （この前の～）
～ ago （～前に）
then （そのとき）

これもcheck !

暗記例文 ∞  went  to Hokkaido two years ago.
わたしは２年前，北海道に行きました。

学習日　　　／　　　一般動詞の過去形

1-1 一般動詞の現在形・過去形
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□⑴　 次の日本語に合う英文になるように，（　　）内の語を適する形に直しなさい。
□①　わたしは夕食後，音楽を楽しみました。
　　　∞ （ enjoy ） music after dinner.  　
□②　彼らは５年前，この市に住んでいました。    
　　　They （ live ） in this city five years ago.  　
□③　その車はわたしの家の近くで止まりました。 
　　　The car （ stop ） near my house.  　
□④　ジムは夕食後，英語を勉強しました。 
　　　Jim （ study ） English after dinner.  　

□⑵　次の英文に合うものを（　　）内から選び，○で囲みなさい。
□①　∞ （ go, went ） to bed at eleven last night.
□②　My father （ had, has ） a car three years ago.
□③　Beth （ comes, came ） home late yesterday.
□④　∞ （ buy, bought ） some eggs a week ago.
□⑤　My sister （ read, reads ） the book last month.
□⑥　Yuta （ take, takes, took ） a bus to school last year.  But now, he （ use, 

uses, used ） his bike.

Q 2 練習しよう

□⑴　次の日本語が表す英文をあとから選び，記号で答えなさい。
□①　ミカは毎週日曜日にサッカーの試合を見ます。 〔　　　　　〕
□②　ミカは昨夜，そのCDを聞きました。 〔　　　　　〕
□③　ミカはそのとき，悲しそうに見えました。 〔　　　　　〕

　
ア　Mika likes music.  イ　Mika watches soccer games on Sundays.
ウ　Mika looked sad then. エ　Mika plays the piano every day.
オ　Mika is in her room now. カ　Mika listened to the CD last night.

□⑵　次の日本語に合う英文になるように，（　　）内から適語を選び，○で囲みなさい。
□①　わたしは新しいバッグがほしいです。
　　　∞ （ want, wants, wanted ） a new bag. 
□②　彼女は晴れた日にイヌを洗います。
　　　She （ wash, washes, washed ） her dog on a sunny day.
□③　彼は一年中，懸命に努力しました。
　　　He （ try, tries, tried ） hard all year.

Q 1 練習しよう

⑵⑥　文の前半と後半で時制が異なっていることに注意しよう。

一般動詞の現在形「〜します」と過去形「〜しました」を復習して，
規則動詞と不規則動詞の過去形の作り方を確認しよう。

SAM
PLE



4

Step 4. 一般動詞の過去の疑問文と答え方　 

Step 3. 一般動詞の過去の否定文　 

空所をうめよう

空所をうめよう

⑴　    clean his room? （彼は部屋を掃除しましたか。）

　　    use the computer?

 （彼らはそのコンピュータを使いましたか。）

⑵　Did you help your mother yesterday?

 （あなたはきのう，お母さんを手伝いましたか。）

　― Yes, ∞  .  （はい，手伝いました。）

　― No, ∞  .  （いいえ，手伝いませんでした。）

⑴　∞    study. （わたしは勉強しませんでした。）

　　We    go there yesterday.

 （わたしたちはきのう，そこに行きませんでした。）

⑵　We  play soccer.  （わたしたちはサッカーをしませんでした。）

　　Koji  eat breakfast. （コウジは朝食を食べませんでした。）

　　Meg and Tom    look excited.

  （メグとトムはわくわくしているように見えませんでした。）

⑴　一般動詞の過去の疑問文は主語の前にdidを置き，動詞はもとの形（＝原形）にする
　「〜しましたか。」という意味になる� 一般動詞の現在の疑問文 ➡ p.33 中1 AB⑤一般動詞
⑵　一般動詞の過去の疑問文に答えるときはdidを使って，
　Yes, ～ did.またはNo, ～ didn’t［did not］.とする

⑴　一般動詞の過去の否定文は動詞の前にdid notを置き，動詞はもとの形（＝原形）にする
　「〜しませんでした。」という意味になる� 一般動詞の現在の否定文 ➡ p.33 中1 AB⑤一般動詞

⑵　did�notの短縮形はdidn’t。主語が何でもdidn’t［did not］を使う

学習日　　　／　　　一般動詞の過去形

1-2 一般動詞の過去の否定文・疑問文
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□⑴　次の英文を否定文にしなさい。
□①　∞ played baseball after school.
　　　  after school.
□②　He got up at seven this morning.
　　　  this morning.
□③　My brother and ∞ went fishing last Sunday.
　　　  last Sunday.

□⑵　次の日本語に合う英文になるように， 　  に適する語を書きなさい。
□①　わたしたちは昨夜，テレビを見ませんでした。
　　　We 　   　   　  TV last night.
□②　ユキはきのう，忙しそうに見えませんでした。
　　　Yuki 　   　  busy yesterday.  

Q 3 練習しよう

□⑴　次の英文を疑問文にしなさい。
□①　You studied English after dinner.
　　　  after dinner?
□②　Aya had a good time at the party.
　　　  at the party?
□③　Shun and Taku saw a soccer game last Saturday.
　　　  last Saturday?

□⑵　次の日本語に合う英文になるように， 　  に適する語を書きなさい。
□①　あなたは３日前，博物館を訪れましたか。― はい，訪れました。
　　　Did you visit the museum three days ago? ―  　  , ∞ 　  .
□②　彼女はきのう，ケーキを作りましたか。― いいえ。クッキ―を作りました。
　　　Did she make a cake yesterday? 
　　―  　  , she 　  .　She 　  cookies.

Q 4 練習しよう

　　次の（　　）内の語を適する形（１語）に直しなさい。
　 Hello, everyone.  I am Yuko.  My father is a doctor.  My mother is an English teacher.  
They ① ( be ) very busy and come home late every day.  I have a sister.  ② ( She ) name is 
Misaki.  She is a high school student and ③ ( go ) to her school by bus.
　 Last Sunday, we ④ ( go ) to the park near my school and ⑤ ( play ) tennis together.  We 

⑥ ( have ) a very good time on that day.

□①　 　 　　□②　 　 　　□③　 　 　　□④　 　
□⑤　 　 　　□⑥　 　 　　

チャレンジ問題!! 今まで習ったものも含めて理解できているかな？

⑵②　否定文と肯定文のちがいに注意しよう。

一般動詞の過去の否定文の形と，一般動詞の過去の疑問文の形，疑問文への答え方を確認しよう。

SAM
PLE
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Step 6. be動詞の過去形　 

Step 5. be動詞の現在形　 

空所をうめよう

空所をうめよう

⑴　He is a student. （彼は学生  。）

　　There is a racket in the classroom. （教室にラケットが  。）

⑵　∞  from Yokohama.  （わたしは横浜の出身です。）

　　He  from Yokohama.  （彼は横浜の出身です。）

　　We  from Yokohama.  （わたしたちは横浜の出身です。）

⑴　He was a student. （彼は学生  。）

　　He was in the classroom. （彼は教室に  。）

⑵　∞  a tennis player.  （わたしはテニス選手でした。）

　　He  a tennis player. （彼はテニス選手でした。）

　　We  tennis players. （わたしたちはテニス選手でした。）

⑴　be動詞の現在形（am, are, is）は「～です」，「（～に）あります［います］」という意味
⑵　am,�are,�isは主語によって使い分ける� be動詞の現在形 ➡ p.32 中1 AB①be動詞

主語 be動詞の現在形
∞ am

youまたは複数 are
∞ , you以外の単数 is

⑴　be動詞の過去形（was,�were）は「～でした」，「（～に）ありました［いました］」という意味

⑵　was,�wereは主語によって使い分ける

主語 be動詞の過去形
単数 was

youまたは複数 were

過去を表す語句
yesterday （きのう）
last ～ （この前の～）
～ ago （～前に）
then （そのとき）

これもcheck !

暗記例文 ∞  was  a junior high school student last year.
わたしは昨年，中学生でした。

学習日　　　／　　　be動詞の過去形

2-1 be動詞の現在形・過去形

SAM
PLE
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Q 6 練習しよう

Q 5 練習しよう

□⑴　次の日本語が表す英文をあとから選び，記号で答えなさい。
□①　スミス先生は中国の出身です。 〔　　　　　〕
□②　スミス先生は公園にいます。 〔　　　　　〕
□③　公園に男性が１人います。 〔　　　　　〕

　　
ア　Mr. Smith teaches English.  イ　Mr. Smith plays tennis in the park.
ウ　Mr. Smith goes to China. エ　There is a man in the park.
オ　Mr. Smith is from China. カ　Mr. Smith is in the park.

□⑵　次の英文に合うものを（　　）内から選び，○で囲みなさい。
□①　She （ is, am, are ） a junior high school student.
□②　You （ is, am, are ） a good basketball player.
□③　∞ （ is, am, are ） thirteen years old.
□④　We （ is, am, are ） at school.
□⑤　Yuki and Junko （ is, am, are ） friends.

□⑴　次の日本語が表す英文をあとから選び，記号で答えなさい。
□①　わたしはきのう，疲れていました。 〔　　　　　〕
□②　わたしはそのとき日本にいました。 〔　　　　　〕
□③　わたしはサッカー選手でした。 〔　　　　　〕
□④　わたしはテニスのファンでした。 〔　　　　　〕

　
ア　∞ was in Japan then. イ　∞ went to Japan.
ウ　∞ play soccer well. エ　∞ ’m tired today.
オ　∞ was a tennis fan. カ　∞ was a soccer player.
キ　∞ was tired yesterday. ク　∞ played tennis.

□⑵　次の英文に合うものを（　　）内から選び，○で囲みなさい。
□①　∞ （ was, were ） a college student.
□②　You （ was, were ） a teacher.
□③　She （ was, were ） in the park ten minutes ago.
□④　Haruko and Mami （ was, were ） hungry.
□⑤　Ms. Kimura （ was, were ） happy.
□⑥　The T-shirt （ is, are, was, were ） 1,500 yen two days ago, but it （ is, are, 

was, were ） 1,000 yen now.
⑵⑥　文の前半と後半で時制が異なっていることに注意しよう。

be動詞の現在形「〜です」，「（〜に）あります［います］」を復習し，
be動詞の過去形「〜でした」，「（〜に）ありました［いました］」を確認しよう。

SAM
PLE
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Step 8. be動詞の過去の疑問文と答え方　 

Step 7. be動詞の過去の否定文　 

空所をうめよう

空所をうめよう

⑴　There were  any computers in the room.
 （その部屋にコンピュータはありませんでした。）

　　We were  high school students last year.
 （わたしたちは昨年，高校生ではありませんでした。）

⑵　∞ was not a tennis fan.  （わたしはテニスファンではありませんでした。）

　＝∞  a tennis fan. 

　　They were not at school. （彼らは学校にいませんでした。）

　＝They  at school.

⑴　  he in the room? （彼はその部屋にいましたか。）

　　  they students? （彼らは学生でしたか。）

⑵　Were you a tennis fan? （あなたはテニスファンでしたか。）

　― Yes, ∞  .  （はい，そうでした。）

　― No, ∞    . / ― No, ∞  . 

 （いいえ，そうではありませんでした。）

⑴　be動詞の過去の否定文はwas, wereのうしろにnotを置く
� 　 be動詞の現在の否定文 ➡ p.32 中1 Ｃ①be動詞

⑵　was�notの短縮形はwasn’t，were�notの短縮形はweren’t

⑴　be動詞の過去の疑問文はwas, wereを主語の前に出す
� 　 be動詞の現在の疑問文 ➡ p.32 中1 Ｃ①be動詞

⑵　be動詞の過去の疑問文に答えるときはwas,�wereを使って，
　Yes, ～ was［were］.またはNo, ～ was［were］ not.とする
� ＊was�notの短縮形はwasn’t，were�notの短縮形はweren’t

学習日　　　／　　　be動詞の過去形

2-2 be動詞の過去の否定文・疑問文

SAM
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Q 7 練習しよう

Q 8 練習しよう

□⑴　次の英文を否定文にしなさい。
□①　She was a student last year.
　　　  last year.
□②　There was a boy in the room.
　   in the room.
□③　Yui and Kei were hungry.
　　　 

□⑵　次の日本語に合う英文になるように， 　  に適する語を書きなさい。
□①　きのうは晴れていませんでした。
　　　∞ t 　  sunny yesterday.
□②　そこにはボールはありませんでした。そこには２本のラケットがありました。
　　　There 　  any balls there.  There 　  two rackets there.

□⑴　次の英文を疑問文にしなさい。
□①　You were a tennis player twenty years ago.
　　　  twenty years ago?
□②　He was in the music room an hour ago.
　　　  an hour ago?
□③　Taro and Yoko were eleven years old last year.

　　　　  last year?
□⑵　次の日本語に合う英文になるように， 　  に適する語を書きなさい。
□①　きのうは雨でしたか。― いいえ，雨ではありませんでした。
　　　Was it rainy yesterday? ― 　  , it 　  .
□②　あなたたちは先月，アメリカにいたのですか。
　　― はい，いました。わたしたちは日本にはいませんでした。
　　　Were you in America last month? 
　　― 　  , we 　  .  We 　   　  in Japan.

　　次の（　　）内の語を適する形（１語）に直しなさい。
　My name ①（ be ) Kato Yoko.  My father ②（ be ) a teacher ten years ago, but now he 

③（ be ) a cook.  Last Sunday, I ④（ help ) him at his restaurant.  He ⑤（ say ) to me, “Thank 
you very much, Yoko.”  I ⑥（ be ) happy then.

□①　 　   □②　 　   □③　 　      
□④　 　   □⑤　 　   □⑥　 　   

チャレンジ問題!! 今まで習ったものも含めて理解できているかな？

⑵②　否定文と肯定文のちがいに注意しよう。

be動詞の過去の否定文の形と，be動詞の過去の疑問文の形，疑問文への答え方を確認しよう。

SAM
PLE




