
英 語  Vol.2 本書の特色と構成

特　色

本書は，中学生としての最高レベルの英語力を効率的に養成し，修得するために開発されたハイレベル問題集です。

単元の構成

各単元には，次の２つの問題があります。

練成問題
基本的な知識を確認したり，運用できたりするようになるための演習問題です。

発展問題
習得した知識を応用したり，さらに高度な運用ができたりするようになるため

の演習問題です。

＊通常の単元以外に，文法のまとまりごとに「まとめ」の単元と，巻末に「読解
総合問題」の単元があります。

文法範囲

～   は 第 単元までの文法内容で出題されているという意味です。該当単元ま
で終わったら取り組みましょう。
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 必答問題 　これだけは必ず取り組んでもらいたいという問題に，必答マークを付けました。

 応用問題 　 難易度の高い問題に，高難度マークを付けました。さらに学習を深めるために，ここで力試しを
してください。

練成問題

発展問題

※26～28の単元は，教科書によっては中学３年生で学習する単元です。先生の指示に従って学習してください。
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学
習
日 月 日練成問題

1 　次の　　　に，あとの（　　）内の語を適当な形に直して書きなさい。

□⑴　He 　　　　　　　 with his friends on the telephone last night.　（ talk ）
□⑵　I 　　　　　　　 Kyoto last month.　（ visit ）
□⑶　Yesterday Ken and I 　　　　　　　 English after school.　（ study ）
□⑷　My mother 　　　　　　　 tennis with her friends yesterday afternoon.　（ play ）
□⑸　They 　　　　　　　 in Osaka two years ago.　（ live ）
□⑹　Jane 　　　　　　　 her mother in the kitchen yesterday.　（ help ）
□⑺　The students 　　　　　　　 me about my town yesterday.　（ ask ）
□⑻　A car 　　　　　　　 in front of my house at that time.　（ stop ）
□⑼　She 　　　　　　　 in a hospital ten years ago.　（ work ）
□⑽　I 　　　　　　　 a baseball game on TV yesterday.　（ watch ）
□⑾　We 　　　　　　　 a nice dinner yesterday evening.　（ enjoy ）
語句　⑴　on the telephone　電話で　　⑺　ask … about ～　…に～についてたずねる

⑻　in front of …　…の前に［で］

2 　次の英文を疑問文にし，（　　）内の語を使って答えの文を書きなさい。

□⑴　She walked to school this morning.　（ yes ）
 

□⑵　Mike cleaned his room yesterday.　（ no ）
 

□⑶　He washed his car last Sunday.　（ yes ）
 

□⑷　She studied hard last night.　（ no ）
 

3 　次の英文を否定文に書きかえなさい。

□⑴　He answered my question at that time.
 

□⑵　It rained in Tokyo yesterday.
 

□⑶　He visited us yesterday.
 

□⑷　I finished my homework last night.
 

一般動詞の過去形1
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1　一般動詞の過去形　―

4  　次の動詞の下線部の発音は，［d］，［t］，［id］のどれになりますか。それぞれ［d］，［t］，［id］で答えなさい。
□⑴　played 〔　　　〕 □⑵　cooked 〔　　　〕 □⑶　cried 〔　　　〕

□⑷　closed 〔　　　〕 □⑸　listened 〔　　　〕 □⑹　needed 〔　　　〕
□⑺　visited 〔　　　〕 □⑻　talked 〔　　　〕 □⑼　watched 〔　　　〕
□⑽　answered 〔　　　〕 □⑾　dropped 〔　　　〕 □⑿　stayed 〔　　　〕
□⒀　invited 〔　　　〕 □⒁　waited 〔　　　〕 □⒂　smiled 〔　　　〕
語句　⒀　invite …　…を招待する　　⒁　wait （for …）　（…を）待つ

5 　次の不規則動詞の過去形を 2回ずつ書きなさい。

 原形 過去形 原形 過去形

□①　become 　　　　　　　　　　　　　 □②　come 　　　　　　　　　　　　　

□③　run 　　　　　　　　　　　　　 □④　bring 　　　　　　　　　　　　　

□⑤　build 　　　　　　　　　　　　　 □⑥　buy 　　　　　　　　　　　　　

□⑦　catch 　　　　　　　　　　　　　 □⑧　find 　　　　　　　　　　　　　

□⑨　get 　　　　　　　　　　　　　 □⑩　have 　　　　　　　　　　　　　

□⑪　hear 　　　　　　　　　　　　　 □⑫　keep 　　　　　　　　　　　　　

□⑬　leave 　　　　　　　　　　　　　 □⑭　lend 　　　　　　　　　　　　　

□⑮　lose 　　　　　　　　　　　　　 □⑯　make 　　　　　　　　　　　　　

□⑰　meet 　　　　　　　　　　　　　 □⑱　say 　　　　　　　　　　　　　

□⑲　sell 　　　　　　　　　　　　　 □⑳　send 　　　　　　　　　　　　　

□㉑　sit 　　　　　　　　　　　　　 □㉒　sleep 　　　　　　　　　　　　　

□㉓　spend 　　　　　　　　　　　　　 □㉔　stand 　　　　　　　　　　　　　

□㉕　teach 　　　　　　　　　　　　　 □㉖　tell 　　　　　　　　　　　　　

□㉗　think 　　　　　　　　　　　　　 □㉘　set 　　　　　　　　　　　　　

□㉙　cut 　　　　　　　　　　　　　 □㉚　put 　　　　　　　　　　　　　

□㉛　read 　　　　　　　　　　　　　 □32　begin 　　　　　　　　　　　　　

□33　break 　　　　　　　　　　　　　 □34　do 　　　　　　　　　　　　　

□35　draw 　　　　　　　　　　　　　 □36　drink 　　　　　　　　　　　　　

□37　drive 　　　　　　　　　　　　　 □38　eat 　　　　　　　　　　　　　

□39　fly 　　　　　　　　　　　　　 □40　forget 　　　　　　　　　　　　　

□41　give 　　　　　　　　　　　　　 □42　go 　　　　　　　　　　　　　

□43　grow 　　　　　　　　　　　　　 □44　know 　　　　　　　　　　　　　

□45　ride 　　　　　　　　　　　　　 □46　rise 　　　　　　　　　　　　　

□47　see 　　　　　　　　　　　　　 □48　show 　　　　　　　　　　　　　

□49　sing 　　　　　　　　　　　　　 □50　speak 　　　　　　　　　　　　　

□51　swim 　　　　　　　　　　　　　 □52　take 　　　　　　　　　　　　　

□53　throw 　　　　　　　　　　　　　 □54　write 　　　　　　　　　　　　　
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4 ―　1　一般動詞の過去形

6 　次の　　　に，あとの（　　）内の語を適当な形に直して書きなさい。

□⑴　My mother 　　　　　　　 a pretty dress for me last week.　（ make ）
□⑵　They 　　　　　　　 to the library last Sunday.　（ go ）
□⑶　I 　　　　　　　 well last night.　（ sleep ）
□⑷　He 　　　　　　　 nothing and went away.　（ say ）
□⑸　My aunt 　　　　　　　 a nice glove to me last month.　（ send ）
□⑹　I 　　　　　　　 an interesting story last night.　（ read ）
□⑺　Mike 　　　　　　　 his bike to John yesterday.　（ lend ）
□⑻　She 　　　　　　　 her album to us yesterday.　（ show ）
□⑼　We 　　　　　　　 lunch at the restaurant yesterday.　（ eat ）
□⑽　She 　　　　　　　 her homework last night.　（ do ）
□⑾　The game 　　　　　　　 at three and ended at four thirty.　（ begin ）
□⑿　My father 　　　　　　　 an interesting story to me yesterday.　（ tell ）
□⒀　We 　　　　　　　 to the park after school yesterday.　（ run ）
□⒁　Mr. Smith 　　　　　　　 a large house last year.　（ build ）
□⒂　Yesterday I 　　　　　　　 a big fish in the river.　（ catch ）
□⒃　I 　　　　　　　 up late this morning and went for a walk to the park.　（ get ）
□⒄　I 　　　　　　　 a strange noise at that time.　（ hear ）
□⒅　Jane 　　　　　　　 Japan for London last Wednesday.　（ leave ）
□⒆　I 　　　　　　　 Mr. Green at the station yesterday.　（ meet ）
□⒇　He walked into the park and 　　　　　　　 on the bench under the tree.　（ sit ）
□21　Mr. White 　　　　　　　 English at this school last year.　（ teach ）
□22　I 　　　　　　　 an e-mail to my friend in Canada last night.　（ write ）
□23　Our father 　　　　　　　 us to the zoo last Sunday.　（ take ）
□24　I 　　　　　　　 my watch last week.　（ lose ）
□25　Mike 　　　　　　　 Japanese very well in the Japanese class yesterday.　（ speak ）
□26　We 　　　　　　　 a very good time at the party last night.　（ have ）
□27　I 　　　　　　　 an interesting book in my father’s room yesterday.　（ find ）
□28　I 　　　　　　　 a dictionary at the bookstore yesterday.　（ buy ）
□29　The family 　　　　　　　 to this town three months ago.　（ come ）
□30　My sister 　　　　　　　 a music teacher last year.　（ become ）
□31　My father 　　　　　　　 early this morning.　（ rise ）
□32　We 　　　　　　　 a lot of Japanese songs last night.　（ sing ）
□33　My uncle 　　　　　　　 an old watch to me yesterday.　（ give ）
□34　We often 　　　　　　　 in the river in those days.　（ swim ）
□35　Tom picked up a stone and 　　　　　　　 it into the river.　（ throw ）
語句　⑷　nothing　何も…ない　　⑾　end　終わる　　⒄　a strange noise　奇妙な物音

34　in those days　当時 35　pick up …　…を拾う

SAM
PLE



6

5

13

20

25

24

23

22

21

19

18

17

16

15

14

12

11

10

9

8

7

4

3

2

ま
と
め

読
解

ま
と
め

ま
と
め

1学
習
日 月 日発展問題

51　一般動詞の過去形　―

1 　次の対話文が完成するように，　　　に適当な語を書きなさい。

□⑴　A ：　　　　　　　　 you listen to music yesterday?
B ：　Yes I 　　　　　　　.  I 　　　　　　　 to classical music after dinner.

□⑵　A ：　　　　　　　　 you visit Kyoto last week?
B ：　No, I 　　　　　　　.  But I 　　　　　　　 Kobe.

□⑶　A ：　Where 　　　　　　　 you stay yesterday?
B ：　I 　　　　　　　 at my uncle’s at Kanda.

□⑷　A ：　How 　　　　　　　 he come to school yesterday?
B ：　He 　　　　　　　 to school by bus.

□⑸　A ：　What time 　　　　　　　 you get home last night?
B ：　I 　　　　　　　 home at eleven.

□⑹　A ：　Where 　　　　　　　 you go last Sunday?
B ：　I 　　　　　　　 to Yokohama with Mike.

□⑺　A ：　How many pictures 　　　　　　　 you draw last year?
B ：　I 　　　　　　　 five.

□⑻　A ：　Where 　　　　　　　 she find the cat yesterday?
B ：　She 　　　　　　　 it in the park near her house.

□⑼　A ：　What 　　　　　　　 she bring to the party yesterday?
B ：　She 　　　　　　　 some Japanese dolls.

□⑽　A ：　When 　　　　　　　 he write the letter?
B ：　He 　　　　　　　 it last week.

□⑾　A ：　How many books 　　　　　　　 you read last week?
B ：　I 　　　　　　　 three.

□⑿　A ：　When 　　　　　　　 she meet him?
B ：　She 　　　　　　　 him last night.

□⒀　A ：　Which train 　　　　　　　 you take to Shinjuku yesterday?
B ：　I 　　　　　　　 the Yamanote Line.

□⒁　A ：　When 　　　　　　　 you hear the news?
B ：　I 　　　　　　　 it this morning.

□⒂　A ：　What language 　　　　　　　 they speak at the party last night?
B ：　They 　　　　　　　 English.

□⒃　A ：　How many classes 　　　　　　　 you have yesterday?
B ：　We 　　　　　　　 four in the morning and two in the afternoon.

□⒄　A ：　Who helped you with your homework yesterday?
B ：　My father 　　　　　　　.

語句　⑶　at my uncle’s＝ at my uncle’s house　　⒄　help … with ～　…の～を手伝う
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6 ―　1　一般動詞の過去形

2 　次の日本文に合うように，（　　）内の語句に 1語補って正しい英文を書きなさい。

□⑴　わたしたちは机を教室に運びこみました。

（ into / the / the / we / desks / classroom ）.
 

□⑵　その列車は 9時半に駅に到着しました。

（ at / at / train / station / nine thirty / the / the ）.
 

□⑶　わたしは昨夜，アメリカにいる友達に手紙を書きました。

（ letter / friend / a / my / I / night / in / last / to / America ）.
 

□⑷　彼女はその店で，りんごをいくつか買いました。

（ some / the / apples / she / at / store ）.
 

□⑸　わたしはきのう，その鍵を机の下で見つけました。

（ yesterday / under / key / desk / the / the / I ）.
 

□⑹　恵子はきのう，学校へきれいな花を持ってきました。

（ beautiful / yesterday / Keiko / school / flowers / to / some ）.
 

□⑺　スミス先生は去年，わたしたちの学校で英語を教えました。

（ last / English / at / Mr. Smith / our / year / school ）.
 

□⑻　健はわたしたちに彼の家族の写真を見せてくれました。

（ picture / us / Ken / a / of / to / family / his ）.
 

□⑼　彼はきのう，公園で友達に会いました。

（ in / yesterday / friend / park / the / he / his / a / of ）.
 

□⑽　彼らは 10 年前にその川に橋を建設しました。

（ bridge / across / ago / they / the / years / a / ten / river ）.
 

□⑾　彼はさよならを言って，部屋から出ていきました。

（ goodbye / of / he / went / and / out / room / the ）.
 

□⑿　わたしたちは立ち止まって，先生の話を聞きました。

（ listened / our / and / we / teacher / to ）.
 

語句　⑴　…（の中）に　into …　　⑾　…（の中）から外へ　out of …
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1　一般動詞の過去形　―

3 　次の日本文を英語に直しなさい。

□⑴　スミス先生は 3年前に来日しました。

 
□⑵　わたしたちはきのう，川で大きな魚を捕まえました。

 
□⑶　わたしの父はきのうの朝，ニューヨークへ出発しました。

 
□⑷　わたしの父はきのう，庭の大きな木を切りました。

 
□⑸　あなたはけさ，牛乳を飲みましたか。― いいえ。わたしは紅茶を飲みました。

 
□⑹　わたしの父は去年の夏，わたしたちを山へ連れていってくれました。

 

□⑺　わたしはきのう，マイクと英語で話しました。

 

□⑻　わたしたちの夏休みはきのう，始まりました。

 
□⑼　彼女は去年の 4月に英語の教師になりました。

 
□⑽　わたしの弟はきょう，夕食前に宿題をしませんでした。

 
□⑾　彼は公園のベンチに腰を下ろして，本を読みました。

 
□⑿　わたしたちは昨夜，マイクの家を訪れて，とても楽しく過ごしました。

 
□⒀　あなたはこの前の日曜日に何をしましたか。― 家の近くの川で泳ぎました。

 
 

□⒁　あなたはどこにわたしのかばんを置きましたか。― あなたの机の上に置きました。
 

□⒂　だれがこの窓を割ったのですか。― わたしの弟が割りました。
 

□⒃　あなたは昨夜，どれくらい（の時間）英語を勉強しましたか。― 約 2時間しました。
 
 

□⒄　あなたは先週，何通の手紙を受け取りましたか。― 4 通受け取りました。
 

語句　⑴　来日する → 日本に来る　　⑻　夏休み　summer vacation[holidays]　　⑾　腰を下ろす → すわる
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学
習
日 月 日練成問題

1 　次の英文の　　　に適当な be動詞を書きなさい。
□⑴　My father 　　　　　　　 sick in bed now.
□⑵　I 　　　　　　　 in the gym at that time.
□⑶　Jane 　　　　　　　 fifteen years old now.
□⑷　They 　　　　　　　 in Australia last month.
□⑸　I 　　　　　　　 a high school student now.
□⑹　He 　　　　　　　 in his room then.
□⑺　Your bag 　　　　　　　 on the chair an hour ago.
□⑻　We 　　　　　　　 in Hokkaido now.
□⑼　They 　　　　　　　 very busy last week.
□⑽　She 　　　　　　　 in the eighth grade last year.
□⑾　Those rivers 　　　　　　　 beautiful fifty years ago.
□⑿　I 　　　　　　　 late for school yesterday.
□⒀　Mike and Ken 　　　　　　　 in the library now.
□⒁　It 　　　　　　　 very cold last night.
語句　⑴　be sick in bed　病気で寝ている　　⑵　gym　体育館　　⑽　grade　学年

⑿　be late for …　…に遅れる

2 　次の英文を否定文に書きかえなさい。

□⑴　He was home at that time.
 

□⑵　They were in the same class last year.
 

□⑶　I was absent from school yesterday.
 

□⑷　It was very hot last night.
 

□⑸　Tom and Ken were in America three months ago.
 

□⑹　The movie was interesting to me.
 

□⑺　You were a junior high school student then.
 

語句　⑶　be absent from …　…を欠席する

be動詞の過去形2
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2　be動詞の過去形　―

3  　次の英文を疑問文にし，（　　）内の語を使って答えの文を書きなさい。
□⑴　You were tired at that time.　（ yes ）

 

□⑵　She was in the kitchen then.　（ no ）
 

□⑶　Those pictures were very beautiful.　（ yes ）
 

□⑷　Mary and Nancy were classmates last year.　（ no ）
 

□⑸　His mother was an English teacher ten years ago.　（ yes ）
 

4 　次の日本文に合う英文になるように，　　　に適する語を書きなさい。

□⑴　わたしたちはそのとき，図書館にいました。

We 　　　　　　　 in the library then.
□⑵　そのノートはわたしのではありませんでした。

The notebook 　　　　　　　  　　　　　　　 mine.
□⑶　彼らはそのとき，幸せではありませんでした。

They 　　　　　　　 happy at that time.
□⑷　きのう，東京は晴れでしたか。

　　　　　　　 it sunny in Tokyo yesterday?
□⑸　あなたは先週どこにいましたか。

Where 　　　　　　　  　　　　　　　 last week?

5 　次の日本文に合う英文になるように，（　　）内の語句を並べかえなさい。

□⑴　それはおもしろい本でした。

（ interesting / book / was / it / an ）.
  

□⑵　わたしたちの先生はそのとき，教室にいませんでした。

（ classroom / was / teacher / the / in / not / our ） then.
  

□⑶　その質問はとても簡単でしたか。

（ easy / was / question / very / the ）?
  

□⑷　あなたの弟はそのとき，何歳でしたか。

（ your / old / brother / was / how ） then?
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10 ―　2　be動詞の過去形

1 　次の対話文が完成するように，　　　に適当な語を書きなさい。

□⑴　A ：　　　　　　　　 you late for school yesterday?
B ：　No, I 　　　　　　　.

□⑵　A ：　　　　　　　　 the students kind to you then?
B ：　Yes, they 　　　　　　　.

□⑶　A ：　　　　　　　　 he busy yesterday?
B ：　No, he 　　　　　　　.  He 　　　　　　　 free yesterday.

□⑷　A ：　　　　　　　　 she home then?
B ：　Yes, she 　　　　　　　.  She 　　　　　　　 in the kitchen then.

□⑸　A ：　　　　　　　　 Ken and Taro in the living room at that time?
B ：　No, 　　　　　　　  　　　　　　　.  They 　　　　　　　 in Ken’s room then.

□⑹　A ：　　　　　　　　 your mother home now?
B ：　No, she 　　　　　　　.  But she 　　　　　　　 home just a minute ago.

□⑺　A ：　Where 　　　　　　　 you and Ken at that time?
B ：　　　　　　　　  　　　　　　　 in the gym.

□⑻　A ：　Who 　　　　　　　 your English teacher last year?
B ：　Ms. Tanaka 　　　　　　　　 my English teacher.

語句　⑶　free　ひまな

2 　次の日本文に合う対話文になるように，　　　に適する語を書きなさい。

□⑴　A ：　あなたたちは昨年，クラスメートだったのですか。
B ：　いいえ。でも今年はクラスメートです。
A ：　　　　　　　　  　　　　　　　 classmates last year?
B ：　No, 　　　　　　　  　　　　　　　.  But 　　　　　　　 classmates this year.

□⑵　A ：　あなたは昨夜，野球の試合を見ましたか。
B ：　はい。でもあまり興奮するようなものではありませんでした。
A ：　　　　　　　　  　　　　　　　 watch the baseball game last night?
B ：　Yes, 　　　　　　　  　　　　　　　.  But 　　　　　　　  　　　　　　　 so

exciting.

□⑶　A ：　北海道では，けさ，天気はどうでしたか。
B ：　雨でした。
A ：　　　　　　　　  　　　　　　　 the weather in Hokkaido this morning?
B ：　　　　　　　　  　　　　　　　 rainy.

□⑷　A ：　そのとき，だれが居間にいましたか。
B ：　わたしの両親がいました。
A ：　　　　　　　　  　　　　　　　 in the living room then?
B ：　My parents 　　　　　　　.
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3 　次の文を，〔　　〕内の指示に従って書きかえなさい。

□⑴　I am in the baseball club this year.　〔this yearを last yearにかえて〕
  

□⑵　We were tired at that time.　〔否定文に〕
  

□⑶　The book on the desk was Mary’s.　〔疑問文に〕
  

□⑷　Tom was a good student.　〔主語を Tom and Mikeにかえて〕
  

□⑸　She was in the library this afternoon.　〔下線部が答えの中心となる疑問文に〕
 

 

4  　次の日本文に合う英文になるように，（　　）内の語句を並べかえなさい。ただし，それぞれ１つずつ
不要なものがある。

□⑴　彼は５年前，人気のある歌手でした。

（ is / popular / years / he / a / five / singer / was ） ago.
  

□⑵　メアリーとわたしは昨年，同じクラスではありませんでした。

（ wasn’t / I / last / class / weren’t / and / the same / in / Mary ） year.
  

□⑶　彼女はきのう，病気で寝ていたのですか。

（ bed / was / yesterday / in / she / did / sick ）?
  

□⑷　何人の生徒がきょう，学校に遅刻しましたか。

（ late / students / were / for / many / school / today / was / how ）?
  

5 　次の日本文を英語に直しなさい。

□⑴　先週，彼らはとても忙しかった。

  
□⑵　彼は 10 年前，英語が得意ではありませんでした。

  
□⑶　そのとき，あなたのお兄さんは家にいましたか。― いいえ，いませんでした。

  
□⑷　あなたの腕時計はどこにありましたか。― わたしの机の下にありました。

  
語句　⑵　…が得意だ　be good at …
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1 　《規則動詞の過去形①》　次の文の下線部を yesterdayにかえて，過去の文に書きかえなさい。
□⑴　We play baseball every day.

 
□⑵　My aunt invites us to her house every Sunday.

 
□⑶　I call my friends every day.

 
□⑷　I study English very hard every day.

 
□⑸　She finishes her homework before dinner every day.

 

2  　《規則動詞の過去形②》　次の英文の　　　に入る動詞をあとから選び，適当な形に直して書きなさい。
ただし，同じものは２度使えない。

□⑴　My father 　　　　　　　 for a bank in Tokyo last year.
□⑵　Mike and I 　　　　　　　 to school together yesterday.
□⑶　Ken 　　　　　　　 near my house last year.  And we went to the same school.
□⑷　He 　　　　　　　 the window and cleaned his room.
□⑸　We 　　　　　　　 Nara and Kyoto last month.
□⑹　He 　　　　　　　 a baseball game on TV last night.
□⑺　Last night I 　　　　　　　 with Nancy on the telephone.
□⑻　He 　　　　　　　 the bag to the station for her yesterday.
□⑼　I 　　　　　　　 dinner for my family yesterday.
□⑽　We 　　　　　　　 to music yesterday evening.
□⑾　Jane 　　　　　　　 the dishes after dinner yesterday.
□⑿　I 　　　　　　　 this computer yesterday.
□⒀　I 　　　　　　　 at my uncle’s yesterday.
□⒁　Jack 　　　　　　　 me with my homework yesterday.
□⒂　He stopped and 　　　　　　　 at the map.
□⒃　I 　　　　　　　 at the station at eight thirty this morning.
□⒄　We 　　　　　　　 for him for two hours, but he didn’t come.

語句　⑴　bank　銀行　　⑵　together　いっしょに

時制のまとめ 学
習
日 月 日

listen　　help　　wash　　use　　work　　open　　walk　　arrive　　look
carry　　wait　　cook　　 stay　　visit　　watch　 talk　　 live
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3  　《不規則動詞の過去形①》　次の　　　に，あとの（　　）内の語を適当な形に直して書きなさい。
□⑴　My father 　　　　　　　 to this town thirty years ago.　（ come ）
□⑵　Mary 　　　　　　　 a letter to her aunt last week.　（ write ）
□⑶　We 　　　　　　　 only English in our English class yesterday.　（ speak ）
□⑷　She 　　　　　　　 her old ring to her daughter last night.　（ give ）
□⑸　My father 　　　　　　　 a doghouse for my dog yesterday.　（ make ）
□⑹　He 　　　　　　　 goodbye and went away.　（ say ）
□⑺　He got up late and 　　　　　　　 breakfast quickly.　（ eat ）
□⑻　They 　　　　　　　 a tall building in this town last year.　（ build ）
□⑼　My mother 　　　　　　　 music at high school last year.　（ teach ）
□⑽　He 　　　　　　　 a bike, but he wanted a new one.　（ have ）
□⑾　My father 　　　　　　　 for London last Monday.　（ leave ）
□⑿　We 　　　　　　　 some old temples in Kyoto last month.　（ see ）
□⒀　I 　　　　　　　 a taxi from the station to my house last night.　（ take ）
□⒁　I 　　　　　　　 to school, but I was late.　（ run ）
□⒂　I 　　　　　　　 Mr. Tanaka on my way to school this morning.　（ meet ）
□⒃　I 　　　　　　　 a letter from Masao yesterday.　（ get ）
□⒄　The girl 　　　　　　　 a picture of a cat and showed it to me.　（ draw ）
語句　  ⑷　ring　指輪　　⑺　quickly　急いで　　⑿　temple　寺院　　⒀　take a taxi　タクシーに乗る

⒂　on one’s way to …　…へ行く途中で［に］

4 　《不規則動詞の過去形②》　次の日本文に合う英文になるように，　　　に適する語を書きなさい。

□⑴　彼は自分の車を 2,000 ドルで売って新しい車を買いました。
He 　　　　　　　 his car for $2,000 and 　　　　　　　 a new one.

□⑵　わたしの姉は去年，看護師になりました。

My sister 　　　　　　　 a nurse last year.
□⑶　わたしはけさ，そのニュースを聞きました。

I 　　　　　　　 the news this morning.
□⑷　彼はいすに腰を下ろし，新聞を読みました。

He 　　　　　　　 on the chair and 　　　　　　　 a newspaper.
□⑸　彼はきのう，父親の時計を壊しました。

He 　　　　　　　 his father’s watch yesterday.
□⑹　父はけさ，わたしたちを車で駅まで送ってくれました。

My father 　　　　　　　 us to the station this morning.
□⑺　彼らはパーティーで，歌ったり踊ったりしました。

They 　　　　　　　 songs and danced at the party.
□⑻　わたしはオーストラリアの友達に家族の写真を送りました。

I 　　　　　　　 a picture of my family to my friend in Australia.
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5 　《be動詞の過去形》　次の英文の（　　）に適当な be動詞を書きなさい。
□⑴　Ken and Jiro 　　　　　　　 in the same class last year.
□⑵　Who 　　　　　　　 your English teacher last year?

― Mr. White 　　　　　　　.
□⑶　My brother 　　　　　　　 a high school student last year.
□⑷　They 　　　　　　　 in London at that time.
□⑸　Mr. and Mrs. Smith 　　　　　　　 in New York last month.
□⑹　She 　　　　　　　 absent from school yesterday.
□⑺　My dictionary 　　　　　　　 on the desk then.  But it 　　　　　　　 not there now.
□⑻　　　　　　　　 you late for school yesterday?
□⑼　Where 　　　　　　　 your father at that time?
□⑽　We 　　　　　　　 very happy at that time.
□⑾　My father 　　　　　　　 very busy yesterday.
□⑿　We worked very hard for a long time, so we 　　　　　　　 very tired at that time.
□⒀　It 　　　　　　　 very hot last night.
□⒁　My mother 　　　　　　　 sick in bed for two days last week.
□⒂　There 　　　　　　　 an old house near our school last year.
□⒃　There 　　　　　　　 a lot of Japanese in the plane at that time.
語句　⑿　tired　疲れた　　⒃　Japanese「日本人」は単複同形。

6 　《疑問詞を含む過去の疑問文》　次の対話文が完成するように，　　　に適当な語を書きなさい。

□⑴　A：　What 　　　　　　　 he bring to the party last night?
B：　He 　　　　　　　 some flowers.

□⑵　A：　What 　　　　　　　 you buy at the shop then?
B：　I 　　　　　　　 some hamburgers.  They were big.

□⑶　A：　What time 　　　　　　　 you go to bed last night?
B：　I 　　　　　　　 to bed at eleven.

□⑷　A：　How many fish 　　　　　　　 you catch yesterday?
B：　I 　　　　　　　 about thirty.

□⑸　A：　When 　　　　　　　 he leave for London?
B：　He 　　　　　　　 last Wednesday.

□⑹　A：　How long 　　　　　　　 you sleep last night?
B：　I 　　　　　　　 for about six hours.

□⑺　A：　Who made this dress?
B：　My mother 　　　　　　　.

□⑻　A：　Where 　　　　　　　 you take your children last Sunday?
B：　I 　　　　　　　 them to the zoo.

□⑼　A：　Where 　　　　　　　 you find the key?
B：　I 　　　　　　　 it under the table yesterday.
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7  　《時制の識別》　次の英文の　　　に適当な語を書きなさい。
□⑴　　　　　　　　 you going to visit Osaka tomorrow?  ― Yes, I 　　　　　　　.
□⑵　　　　　　　　 she be sixteen years old next month?  ― Yes, she 　　　　　　　.
□⑶　　　　　　　　 your father busy yesterday?  ― No, he 　　　　　　　.
□⑷　　　　　　　　 they swim in the river yesterday?  ― Yes, they 　　　　　　　.
□⑸　　　　　　　　 your sister sick in bed yesterday?  ― Yes, she 　　　　　　　.
□⑹ 　　　　　　　　 your father cook dinner?  ― Yes, he 　　　　　　　.  He cooks dinner every 

Saturday.
□⑺　　　　　　　　 you watching TV at that time?

― No, I 　　　　　　　.  I 　　　　　　　 listening to music.
□⑻　　　　　　　　 you have some coffee?  ― No, thank you.
□⑼　　　　　　　　 they studying at that time?  ― No, they 　　　　　　　.
□⑽　　　　　　　　 your sister at home now?  ― No, she 　　　　　　　.
□⑾　Where 　　　　　　　 you stay last night?  ― At my uncle’s.
□⑿　What 　　　　　　　 you going to do this afternoon?  ― We’re going to play tennis.
□⒀　　　　　　　　 they come to Japan next month?  ― No, they 　　　　　　　.
□⒁　　　　　　　　 you get a letter from him yesterday?  ― Yes, I 　　　　　　　.

8 　次の日本文を英語に直しなさい。

□⑴　30 年前にはその建物の前にたくさんの木がありました。

 
□⑵　そのとき，わたしたちは公園で絵を描いているところでした。

 
□⑶　彼らは来月，京都を訪れる予定です。

 
□⑷　わたしはけさ，学校へ行く途中で正男（Masao）に会いました。

 
□⑸　彼女はそのとき，どこへ行くところだったのですか。― 図書館へ行くところでした。

 
□⑹　あなたは放課後，何をするつもりですか。― 公園でテニスをするつもりです。

 
□⑺　彼はきのう，学校を休みましたか。― いいえ。

 
□⑻　けさ，わたしは早く起きて散歩をしました。

 
□⑼　あなたはいつその車を買ったのですか。― 先月買いました。

 
語句　⑻　散歩をする　take a walk［go for a walk］
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