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　 注  短縮形
　　　   was not→ wasn’t
　　　   were not→ weren’t

　 注  today「きょう」，this morning「けさ」なども，過去形と共に用いられる場合がある。

Tom ： Hi, May.　You are back from Hawaii!

May ：  Yes.

Tom ： How long were you there?

May ：  I was there for a week.　I like Hawaii very much.　It was warm, the 

sky was very clear, and the sea was blue and very beautiful.

Tom ：  Was it your fi rst visit to Hawaii?

May ： Yes, it was.　People in Hawaii were very kind and I was very happy.

学習日　　　月　　　日be動詞の過去形1
LESSON

Let's   R ead

Point●1 　wasと were

　be動詞の現在形には，am, is, areの３種類があり，「～である」，「～がある［いる］」という意味を表したが，「～

であった」，「～があった［いた］」と，過去の意味を表すには，was，wereを用いる。
  am，is⇨was　＊主語が１人称・３人称の単数のとき。

I am sick. 〔現在〕　　He is there. 〔現在〕
I was sick. 〔過去〕　　He was there. 〔過去〕

  are⇨were　＊主語が２人称または複数のとき。

You are a student. 〔現在〕　　They are kind. 〔現在〕
You were a student. 〔過去〕　　They were kind. 〔過去〕

Point●2 　否定文と疑問文

  否定文の形……《主語＋ was［were］＋ not ～.》
  疑問文の形……《Was［Were］＋主語 ～？》
  疑問文に対する答え方……《Yes, ～ was［were］.／ No, ～ wasn’t［weren’t］.》

Point●3 　過去を表す語句

　過去を表す文でよく用いられる語句には次のようなものがある。
  yesterday「きのう」，then, at that time「そのとき」，yesterday morning「きのうの朝」，in those days「そ
の頃，当時」，once「かつて」など。
   last ～  ……last night「昨夜」，last week「先週」，last year「去年」など。
   ～ ago ……an hour ago「１時間前」，three years ago「３年前」など。

比較

比較

主語 現在形 過去形
I am

was
３人称単数 is

youと複数 are were

肯定文 He was a doctor.

否定文 He was not a doctor.

疑問文 Was he a doctor?

May was in Hawaii.
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確 認 問 題

⑴　It was cold yesterday.

　 （ ）

⑵　We were good friends.

　 （ ）

⑶　He was kind to me then.

　 （ ）

⑷　They were busy last week.

　 （ ）

⑸　Your pens were on the table.

　 （ ）

2 〈否定文〉　次の文を否定文に書きかえ，文の意味も書きなさい。

⑴　あなたはきのう，楽しかったですか。 ― はい，楽しかったです。

　　　　　　　　　　　 happy yesterday?  ― Yes, I 　　　　　 .

⑵　マイクはきのう，忙しかったですか。 ― いいえ。

　　　　　 Mike busy yesterday?  ― No, he 　　　　　　　　　　　 .

⑶　これらのりんごは，テーブルの上にあったのですか。 ― はい，ありました。

　　　　　　　　　　　 apples on the table?  ― Yes, 　　　　　　　　　　　 .

⑷　彼らは当時，アメリカにいたのですか。 ― いいえ，いませんでした。

　　　　　　　　　　　 in America in those days?  ― No, they 　　　　　　　　　　　 .

⑸　あなたの弟はどこにいたのですか。 ― 彼は公園にいました。

Where 　　　　　 your brother?  ― He 　　　　　 in the park.

3 〈疑問文〉　次の日本文に合う英文になるように，空所に適する語を書きなさい。

⑴　I （was, were） thirteen years old then.

（ ）

⑵　She （was, were） very busy yesterday.

（ ）

⑶　Ken and Emily （was, were） in Japan three years ago.

（ ）

⑷　My brother and I （was, were） at home at that time.

（ ）

⑸　It （was, were） rainy one hour ago.

（ ）

⑹　My parents （was, were） with my grandmother last Sunday.

（ ）

1 〈wasと were〉　次の文の（　　）内から適する語を選び，全文の意味も書きなさい。

11
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練 成 問 題

⑴　私は高校生ではありません。

I 　　　　　　　　　　　 a high school student.

⑵　彼と私は同じクラスではなかった。

He and I 　　　　　 in the same class.

⑶　彼女は今，幸せではありません。

She 　　　　　 happy now.

⑷　キャシーは始発列車に間に合わなかった。

Kathy 　　　　　 in time for the fi rst train.

⑸　彼はそのとき，図書館にいなかった。

He 　　　　　 in the library at that time.

⑹　むかし，あれらの家はそんなに古くはありませんでした。

Long ago, those houses 　　　　　 so old.

次の日本文に合う英文になるように，空所に適する語を書きなさい。2

次の文の空所に適する語をあとから選び記号で答えなさい。1

⑴　My father （　　　　　） in Australia now.

⑵　Taro （　　　　　） not at home then.

⑶　I （　　　　　） very happy now.

⑷　Tom and I （　　　　　） free now.

⑸　Your mother （　　　　　） a college student in those days.

⑹　The boys （　　　　　） late for school yesterday morning.

⑺　Everyone in my class （　　　　　） in the park at that time.

　　　ア　am　　イ　is　　ウ　are　　エ　was　　オ　were

次の文を疑問文に書きかえなさい。また，（　　）内の語を使って答えの文も書きなさい。3

⑴　Bob is fifteen years old.　　（Yes）
　 

⑵　Those books are yours.　　（No）
　 

⑶　You were busy yesterday.　　（Yes）
　 

⑷　It was hot last Monday.　　（No）
　 

⑸　Rose and May were in the same class last year.　　（No）
　 

12
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次の日本文を英文に直しなさい。

⑴　私は当時，上手なテニス選手でした。

 

⑵　私たちは４年前，大阪にいました。

 

⑶　昨夜，彼は家にいなかった。

 

⑷　あなたは先月，忙しかったですか。 ― いいえ。

 

⑸　彼女はそのとき，何歳でしたか。 ― 13歳でした。

 

6

次の文を，（　　）内の指示に従って書きかえなさい。4

⑴　He is a good student.　（過去の文に）

　 

⑵　They are kind to me.　（過去の文に）

　 

⑶　I was busy yesterday.　（下線部を nowに）

　 

⑷　She was in New York two years ago.　（否定文に）

　 

⑸　Jane was my classmate last year.　（主語を Jane and Iに）

　 

⑹　John’s bag was on the desk.　（下線部が答えの中心となる疑問文に）

　 

次の日本文に合うように，（　　）内の語句を使って正しい英文を作りなさい。5

⑴　あの店の人びとはとても親切だった。

（very ／ people ／ that ／ kind ／ the ／ store ／ were ／ at ／ .）

 

⑵　彼女と私は同じクラスではなかった。

（were ／ class ／ I ／ in ／ and ／ same ／ not ／ she ／ the ／ .）

 

⑶　彼はそのとき，自分の部屋にいましたか。

（in ／ then ／ was ／ his ／ he ／ room ／ ?）

 

⑷　去年，だれがあなたの担任の先生でしたか。

（class ／ was ／ your ／ who ／ year ／ teacher ／ last ／ ?）

 

13
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Tom ： Shall we go to the movies after school, May?

May ：  I’m sorry, but I can’t.　I must go home today.　My brother is sick 

in bed.  He caught a bad cold.

Tom ： Oh, that’s too bad.　Did he have to see a doctor?

May ：  Yes, he did.　But we don’t have to worry now.　He will be able to 

go to school in a few days.

Tom ：  I hope he’ll get well soon. 

May ： Thank you.

学習日　　　月　　　日助動詞7
LESSON

Let's   R ead

Point●3 　助動詞のはたらきをする語句

  have[has] to ～「～しなければならない」〔義務〕……mustと同じ意味を表す。
例  ① You have to help your mother. ＝ You must help your mother.

② You don’t have to wait for him.

注  否定形の don’t[doesn’t] have to～は「～する必要がない，～しなくてもよい」の意味。
  be able to ～「～できる」〔可能〕……canと同じ意味を表す。
例  She is able to play the piano. ＝ She can play the piano.

Point●1 　助動詞の種類と用法

　動詞にある意味を付け加える語を助動詞という。can，will以外にmust，may，shouldなどがある。助動詞は

主語により形が変わることはない。

注  canの過去形→ could
  mustの意味と用法……①「～しなければならない」〔義務〕

②「～にちがいない」〔推定〕

I  must  cook dinner. 〔義務〕
She  must  be sick. 〔推定〕

  mayの意味と用法……①「～してもよい」〔許可〕　②「～かもしれない」〔推量〕
 May  I use your dictionary? 〔許可〕
It  may  rain this afternoon. 〔推量〕

  shouldの意味と用法……「～すべきだ」〔義務・当然〕
例  We  should  be kind to old people.

比較

比較

注   否定形のmust not[mustn’t] は禁止を表す。
→ You must not cry.

Point●2 　否定文と疑問文

肯定文 We should take the bus.

否定文 We should not take the bus.

疑問文 Should we take the bus?

注  疑問文に対する答え方
Yes, 主語＋助動詞.

No, 主語＋助動詞＋not.

May must go home.
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確 認 問 題

⑴　We study English hard.　　（must）
　 

⑵　He plays tennis very well.　　（can） 
　 

⑶　She goes home early.　　（should）
　 

2 〈助動詞の種類と用法〉　次の文に，（　　）内の語を加えて書きかえなさい。

⑴　彼は英語を上手に話せない。

He 　　　　　　　　　　　 English well.

⑵　あなたはこの川で泳いではいけません。

You 　　　　　　　　　　　　　　　　　 in this river.

⑶　ここでギターを弾いてもいいですか。
　　　　　　　　　　　 play the guitar here?

3 〈否定文と疑問文〉　次の日本文に合う英文になるように，空所に適する語を書きなさい。

⑴　彼は父親の手伝いをしなければならない。

He 　　　　　　　　　　　 help his father.

⑵　あなたは弁当を持って来なくてもいいですよ。

You 　　　　　　　　　　　　　　　　　 bring your lunch.

⑶　彼女はピアノを上手に弾けます。
She 　　　　　　　　　　　 to play the piano well.

⑷　彼はすぐに車を運転できるようになるでしょう。
He will 　　　　　　　　　　　　　　　　　 drive a car soon.

4 〈助動詞のはたらきをする語句〉　次の日本文に合う英文になるように，空所に適する語を書きなさい。

⑴　I can skate very well.

私はとても上手に（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。

⑵　You may use this dictionary.

あなたはこの辞書を（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
⑶　We must read this book by tomorrow.

私たちはあしたまでにこの本を（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。

⑷　You should walk on the right.

あなたは右側を（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。

⑸　He could not answer the question.

彼はその質問に（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。

1 〈助動詞の種類と意味〉　次の文の意味を完成させなさい。

41
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練 成 問 題

次の文の（　　）内から適する語（句）を選びなさい。また，各文の意味も書きなさい。2

⑴　She will （ア　must　イ　have to　ウ　has to） go to Tokyo next month.

（ ）

⑵　He will （ア　can　イ　is able to　ウ　be able to） swim soon.

（ ）

⑶　I （ア　must　イ　has to　ウ　had to） work till late last night.

（ ）

次の文を指示に従って書きかえなさい。
Taro speaks English.

1

⑴　「～することができる」の意味を加えて：

　 

⑵　「～しなければならない」の意味を加えて：

　 

⑶　「～してはいけない」の意味を加えて：
　 

⑷　「～する必要がない」の意味を加えて：
　 

⑸　「～するべきだ」の意味を加えて：
　 

⑴　She could write a letter in English.

　 

⑵　He has to get up early in the morning.

　 

⑶　We should go there by car.

　 

次の文を否定文に書きかえなさい。3

次の疑問文に対する答え方として適するものを右から選び記号で答えなさい。4

⑴　Can you understand his English? 〔　　〕　ア　Of course, I will.

⑵　May I watch TV now?  〔　　〕　イ　No, you don’t have to.

⑶　Will you help us?  〔　　〕　ウ　Yes, I can.

⑷　Must I leave here?  〔　　〕　エ　No, let’s not.

⑸　Are you able to drive a car?  〔　　〕　オ　Yes, I did.

⑹　Shall we walk to school?  〔　　〕　カ　Of course, you can.

⑺　Did you have to answer the question?  〔　　〕　キ　Yes, I am.
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⑴　私たちはお年寄りには親切にするべきです。　　（shouldを使って）
 

⑵　この公園では野球をしてはいけません。　　（youで始めて）
 

⑶　その子供たちはすぐに泳げるようになるでしょう。

 

⑷　私たちは土曜日には学校へ行かなくてもよい。

 

次の日本文を英文に直しなさい。8

次の文を，（　　）内の指示に従って書きかえなさい。6

⑴　She has to stay at home.　　（否定文に）
　 

⑵　You must go there alone.　　（未来の文に）
　 

⑶　We must wait for the next train.　　（過去の文に）
　 

⑷　He can play the guitar.　　（未来の文に）
　 

次の各組の文の意味を書きなさい。5

⑴

　　①　Masao’s mother is very busy.  Masao must help his mother.

（ ）

　　　　②　Keiko didn’t come to school today.  She must be sick.

（ ）

⑵

　　①　You may go out this afternoon.

（ ）

　　　　②　It’s very cold.  It may snow tonight.

（ ）

次の各組の文がほぼ同じ内容になるように，空所に適する語を書きなさい。7

⑴
　　Cats can see in the dark.

Cats 　　　　　　　　　　　　　　　　　 see in the dark.

⑵
　　Ken must take care of his sister.

Ken 　　　　　　　　　　　 take care of his sister.

⑶
　　I could not swim across the river.

I 　　　　　　　　　　　　　　　　　 swim across the river.

⑷
　　Don’t be noisy in the classroom.

You 　　　　　 be noisy in the classroom.
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学習日　　　月　　　日助動詞Bridge
1

　mustには過去形がなく，また助動詞は２つ続けて用いることができないので，時制によって次の

ように使い分ける。

He could see her. 〔過去〕

He can see her. 〔現在〕

He will be able to see her. 〔未来〕

I had to work hard. 〔過去〕

I must work hard. 〔現在〕

I will have to work hard. 〔未来〕

時制による助動詞の使い分け1

wouldと needの用法3

　would（助動詞willの過去形）には，①表現を和らげてていねいにする用法と，②過去の不規則で一

時的な習慣を表す用法がある。また，助動詞 needは「～する必要がある」の意味だが，否定文と疑問

文にしか用いられない。

 　《Would you ～ ?》「～していただけませんか。」　＊Will you ～ ?よりていねいな表現。

例　Would you help me? ― All right.

 　過去の習慣を表すwould……「よく～したものだ」

例　I would play baseball with him after school.

 　need ～「～する必要がある」　注　need notの短縮形→ needn’t
You need not buy the book.

Need I help you? ― No, you needn’t.
注　助動詞の needと動詞の needは用法が異なる。
　　 He needn’t help her.　〔助動詞〕　She doesn’t need his help.　〔動詞〕

 　ought to ～「～すべきである」……shouldと同じように〔義務〕を表す。

例　You ought to get up early every morning.

 　used to ～「よく～したものだ，以前は～だった」……過去の日常的習慣や状態を表す。

例　She used to smoke but she doesn’t now.

助動詞のはたらきをする語句4

比較

比較

過去 現在 未来

could can will be able to

had to must will have to

比較

cannotには，「～できない」の意味の他に「～のはずがない」と，推定や可能性を否定する意味がある。

She must be sick. 〔推定〕

She may be sick. 〔推量〕

She can't be sick. 〔推定・可能性の否定〕

特別な意味を表す cannot2

注   〔推定〕のmustの否定には，一般に
must notではなく cannot［can’t］が
用いられる。

例
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1 次の文を未来形の文に書きかえなさい。

⑴　Does he take his dog for a walk?

 

⑵　My sister can play the piano very well.

 

⑶　They can’t go to New York with you.

 

⑷　He doesn’t have to wash the dishes in the kitchen.

 

⑸　You must do a lot of homework after dinner.

 

⑹　I need not leave for school so early.

 

2 次の文を過去形の文に書きかえなさい。

⑴　We can read many interesting books in the library.

 

⑵　He has to write a letter in English.

 

⑶　The boy isn’t able to answer the question.

 

⑷　I must wait for him for an hour at the station.

 

⑸　Must you take the fi rst train for Osaka?

 

⑹　She need not speak French at the party.

 

3 次の文の意味を書きなさい。

⑴　He will be an English teacher. （ ）
⑵　He won’t be an English teacher. （ ）
⑶　He may be an English teacher. （ ）
⑷　He may not be an English teacher. （ ）
⑸　He must be an English teacher. （ ）
⑹　He can’t be an English teacher. （ ）
⑺　He had better be an English teacher. （ ）
⑻　He had better not be an English teacher. （ ）
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5 次の文と反対の意味を表す文を書きなさい。

⑴　You must not swim in this river.

 

⑵　She must make breakfast every morning.

 

⑶　You had better go there alone.

 

⑷　You may watch television after dinner.

 

⑸　He can’t be a good doctor.

 

6 次の日本文に合う英文になるように，空所に適する語を書きなさい。

⑴　私たちは日曜日には学校へ行かなくてもよい。

We 　　　　　　　　　　　　　　　　　 go to school on Sundays.

⑵　あなたは両親の言うことを聞くべきだ。

You 　　　　　　　　　　　 listen to your parents.

⑶　彼はその山の頂上まで登ることはできないだろう。

He 　　　　　　　　　　　　　　　　　 to climb to the top of the mountain.

⑷　恐れ入りますが，私を空港まで車で送っていただけませんか。

 　　　　　　　　　　　 please take me to the airport in your car?

⑸　あなたは医者にすぐみてもらった方がいいですよ。

You 　　　　　　　　　　　　　　　　　 a doctor at once.

⑹　私たちは彼の忠告に従う必要はない。

We 　　　　　　　　　　　 follow his advice.

⑺　以前は，休日になるとよく彼を訪ねたものだ。

I 　　　　　　　　　　　　　　　　　 on him on holidays.

4 次の対話文の空所に適する語を書きなさい。

⑴　A  :　Shall we go to the movies next Sunday?

　　    B  :　No, 　　　　　　　　　　　 .　I will go on a picnic.

⑵　A  :　　　　　　　　　　　　 please help me?

　　    B  :　All right.　I’m not busy now.

⑶　A  :　Must I stay at home all day?

　　    B  :　No, you 　　　　　　　　　　　　　　　　　 do so.

⑷　A  :　　　　　　　　　　　　 shut the window?

　　    B  :　Yes, please.　It is very cold today.

⑸　A  :　　　　　　　　　　　　 use your car?

　　    B  :　No, you mustn’t.　You can’t drive a car well.
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7 次の各組の文がほぼ同じ内容になるように，空所に適する語を書きなさい。

⑴
My father will buy a nice present for me.

My father 　　　　　　　　　　　　　　　　　 buy a nice present for me.

⑵
Let’s play baseball in the park after school.

　　　　　　　　　　　 play baseball in the park after school?

⑶
She must take care of her sick mother today.

She 　　　　　　　　　　　 take care of her sick mother today.

⑷
His brother could swim across the river.

His brother 　　　　　　　　　　　　　　　　　 swim across the river.

⑸
You don’t have to worry about money.

You 　　　　　　　　　　　 worry about money.

⑹
We should be kind to everyone.

We 　　　　　　　　　　　 be kind to everyone.

⑺
The old man must be rich.

The old man 　　　　　　　　　　　 poor.

10 次の日本文を英文に直しなさい。

⑴　あなたは毎日，日記をつけた方がいい。

 

⑵　あしたは晴れるかも知れない。

 

⑶　今週，彼はそんなに忙しいはずはありません。

 

⑷　以前はこの川に魚がたくさんいたものです。

 

8 次の文の誤った語（句）に下線を引き，正しい形を書きなさい。

⑴　She must study math hard last Sunday. 　　　　　
⑵　You don’t need speak in English here. 　　　　　
⑶　He can be sick in bed. 　　　　　
⑷　You don’t had better go out at night. 　　　　　

9 次の（　　）内の語句を使って，正しい英文を作りなさい。

⑴　（with ／ not ／ umbrella ／ you ／ an ／ need ／ you ／ take ／ .）
 

⑵　（in ／ be ／ you ／ to ／ hospital ／ quiet ／ ought ／ the ／ .）
 

⑶　（my ／ please ／ you ／ work ／ with ／ would ／ me ／ help ／ ?）
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