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12 2　be動詞の過去形

Introduction

Introductionの意味

Introduction

2 be動詞の過去形

1  現在形と過去形

①　現在形 ……  is，am，are 
主語 現在形 過去形

３人称単数 is
was

I am
youと複数 are were

「…です」「…にいます［あります］」
②　過去形 ……  was，were 

「…でした」「…にいました［ありました］」
 《be動詞＋場所を表す語（句）》の形で，「…にいた［あった］」

のように存在の意味を表す。
①　He is a student. （彼は学生です。）
②　He was a student last year. （彼は去年，学生でした。）
①　I am happy now. （わたしは今，幸せです。）
②　I was happy then. （わたしはそのとき，幸せでした。）
①　They are in the same class this year. （彼らは今年，同じクラスです。）
②　They were in the same class last year. （彼らは去年，同じクラスでした。）

2  否定文 ……《主語＋was[were] not ….》

Kumi was late for school this morning.
Kumi was not late for school this morning. （久美はけさ，学校に遅刻しませんでした。）
＊短縮形　was not → wasn’t，were not → weren’t

3  疑問文 ……《Was[Were]＋主語…?》

You were with Mike then.
Were you with Mike then? （あなたはそのとき，マイクといっしょにいたのですか。）
＊答え方　Yes,＋主語＋was［were］. / No,＋主語＋wasn’t［weren’t］.

比較

比較

比較

比較

比較

Rika ： How was your spring vacation, May?
May ：  It was great.  I went back to America.  I had a good 

time with my friends there.  How about you, Rika?
Rika ： I visited my grandparents in Yamagata.
May ： Great.  Your grandparents were happy, right?
Rika : That’s right.  

里
り

香
か

とメイが春休みのできごとについて話しています

里香：春休みはどうだった，メイ？

メイ：すばらしかったわ。わたしはアメリカに帰ったの。そこの友だちと楽しいときを過ごしたわ。あなたは，里香？

里香：わたしは山形の祖父母を訪ねたの。

メイ：すばらしい。あなたのおじいちゃんとおばあちゃんは喜んだでしょう。

里香：そのとおりよ。
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132　be動詞の過去形

学習日▶　　 /
確認問題

1 ● be動詞の使い分け●　次の日本文に合う英文になるように，　　　に適する be動詞を書きなさい。
□⑴　わたしは中学生です。
  I 　　　　　　　 a junior high school student.
□⑵　わたしたちはそのとき，公園にいました。
  We 　　　　　　　 in the park then.
□⑶　きのうは雨でしたが，きょうは晴れです。
  It 　　　　　　　 rainy yesterday, but it 　　　　　　　 sunny today.

2 ● be動詞の過去形●　次の文の下線部を（　　）内の語（句）にかえて，過去の文に書きかえなさい。また，で
きた文を日本語に直しなさい。

□⑴　My room is clean today.　（ yesterday ）
  
  （ ）
□⑵　I am sick today.　（ last week ）
  
  （ ）
□⑶　They are in the computer room now.　（ then ）
  
  （ ）
□⑷　My notebooks are on the desk now.　（ an hour ago ）
  
  （ ）

3 ●否定文●　次の文を否定文に書きかえなさい。

□⑴　I was hungry then.
  
□⑵　We were busy last week.
  
□⑶　The dog was at the door then.
  

4 ●疑問文●　次の文を疑問文に書きかえ，（　　）内の語を使って答えの文を書きなさい。

□⑴　You were at the party that day.　（ yes ）
  
□⑵　Your sister was in the kitchen at that time.　（ yes ）
  
□⑶　Your grandfather was good at math in school.　（ no ）
  
 ⑶　be good at …　…が得意だ語句

SAM
PLE



14 2　be動詞の過去形

練成問題

 次の　　　に適する be動詞を書きなさい。ただし，過去を表す語（句）が含まれていない場合は，現在の文とします。

□⑴ Hello.　My name 　　　　　　　 Yumi.　I 　　　　　　　 from Tokyo, Japan.
□⑵ Ms. Sato 　　　　　　　 my brother’s homeroom teacher three years ago.　And now she 
　　　　　　　 my homeroom teacher.

□⑶ My dogs 　　　　　　　 usually quiet.　But they 　　　　　　　 very noisy last night.
□⑷ Yukari, Riho and I 　　　　　　　 in the library yesterday afternoon.
 ⑵　homeroom teacher　担任の先生　　⑶　quiet　静かな　　noisy　うるさい

 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 わたしはそのとき，居間にいませんでした。
  I 　　　　　　　  　　　　　　　 in the living room at that time.
□⑵ わたしたちはそのとき，あまり空腹ではありませんでした。
  We 　　　　　　　  　　　　　　　 very hungry then.
□⑶ 先月は暑くありませんでした。
  It 　　　　　　　  　　　　　　　 last month.
□⑷ 彼らは新入生に親切にしませんでした。
  They 　　　　　　　  　　　　　　　 to the new students.

 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 あなたは放課後，図書館にいましたか。― はい，いました。
  　　　　　　　  　　　　　　　 in the library after school?　―  Yes, I 　　　　　　　.
□⑵ あなたのお母さんはそのとき，家にもどっていましたか。― はい，もどっていました。
  　　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　 back home then?　―  Yes, she 　　　　　　　.
□⑶ あなたがたは長旅のあとで疲れていましたか。― いいえ，疲れていませんでした。
  　　　　　　　  　　　　　　  tired after the long trip?　―  No, we 　　　　　　　.
□⑷ そのネコは公園にいたのですか。― いいえ，公園にはいませんでした。
  　　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　 in the park?　―  No, it 　　　　　　　.

 次の各組が AとBとの対話になるように，　　　に適する語を書きなさい。

□⑴ A ：　　　　　　　　  　　　　　　　 you at three o’clock yesterday?
  B ：　I was at school.
□⑵　A ：　　　　　　　　  　　　　　　　 in the music room then?
  B ：　Mary was.
□⑶ A ：　　　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　 your pen?
  B ：　It was a hundred yen.
□⑷ A ：　　　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　 you in Kyoto?
  B ：　I was there for a week.

1

語句

2

3

4
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152　be動詞の過去形

学習日▶　　 /

  次の各組が Aと Bとの対話になるように，　　　に適する語を書きなさい。ただし，過去を表す語（句）が含ま
れていない場合は，現在の文とします。

□⑴ A ：　　　　　　　　 you a student at Minami Junior High School?
  B ：　Yes, I 　　　　　　　 in the eighth grade now.
□⑵ A ：　　　　　　　　 you tired at that time?
  B ：　No, I 　　　　　　　.　I 　　　　　　　 just hungry at that time.
□⑶ A ：　　　　　　　　 you come to school yesterday?
  B ：　No, I 　　　　　　　.　I 　　　　　　　 sick in bed yesterday.
□⑷ A ：　　　　　　　　 you out yesterday afternoon?
  B ： 　No, I 　　　　　　　.　I stayed home all day.　I watched the baseball game on TV. 

　　　　　　　 you see that game?　It 　　　　　　　 very exciting.
□⑸ A ：　How long 　　　　　　　 you in Singapore last summer?
  B ：　I 　　　　　　　 there for two weeks.
  ⑴　in the eighth grade　中学２年生［８年生］　　⑶　be sick in bed　病気で寝ている 

⑷　all day　１日中　　exciting　興奮させる，わくわくさせる

  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語ずつ不足してい
る語があります。

□⑴ わたしはきのう，学校を休みました。
  （ absent / yesterday / I / from / school ）.
  
□⑵ 彼らはわたしたちにとても親切にしてくれました。
  （ kind / they / to / us / very ）.
  
□⑶ サッカーは20年前の日本ではあまり人気がありませんでした。
  （ soccer / popular / very / in Japan / was ） twenty years ago.
  
□⑷ 夏休みはどうでしたか。
  （ your / how / vacation / summer ）?
  

 次の日本文を英語に直しなさい。

□⑴ わたしたちはきのう，とても忙しかった。
  
□⑵ わたしはそのとき，ここにはいませんでした。
  
□⑶ A ：　①　あなたのお母さんはそのとき，外出中でしたか。
  B ：　②　はい，父は在宅していましたが，母は外出していました。
□①　

□②　

5

語句

6

7
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16 2　作文・読解演習　be動詞の過去形

学習日▶　　 /

長文読解演習2 作文・読解演習   be動詞の過去形
1  次の例にならって，be動詞の過去形を使って，絵の内容を説明する英文を完成しなさい。
例　Junko is usually in her room after dinner.
 But she was in the living room last night.

□⑴　Junko is usually in the library after school.
  But she .
□⑵　The two cats are usually on my father’s car.
  But they .
□⑶　It is sunny today.
  But it .

2 　　 次の，友香（Tomoka）と外国語指導助手のグリーン先生（Ms. Green）との対話文を読んで，あとの問いに
答えなさい。 

Tomoka 　： 　Hello, Ms. Green.　Did you enjoy your spring vacation?
Ms. Green  ： 　Yes, very much.　I went to Kyoto and stayed there for five days.　I visited many 

beautiful ＊temples and ＊shrines.　The food there was ＊delicious.　The people there 
were kind.　I like Kyoto very much.

Tomoka 　： 　Me, too.　How was the （　＊　）?　It was very hot ＊during my stay in Kyoto.
Ms. Green  ： 　It was warm and sunny.　Did you enjoy your spring vacation?
Tomoka 　： 　Yes.　I spent all my vacation with my grandfather in Hokkaido.　We skied there.　

My grandfather is sixty-five, but he is very good at sports.
Ms. Green  ： 　Great.
 temple　寺　　shrine　神社　　delicious　とてもおいしい　　during …　…の間じゅう

□⑴　（　＊　）に入る英語１語を答えなさい。 　　　　　　　
□⑵　本文の内容に合うように，次の質問に英語で答えなさい。
□①　Did Tomoka and Ms. Green enjoy the vacation?
  
□②　How long did Ms. Green stay in Kyoto?
  
□③　Where were Tomoka and her grandfather during the vacation?
  
□④　Who is very good at sports?
  

語句

5

 
 
（ last night ） 

⑴

 

（ last Friday ）

⑵

（ then ） 

⑶

（ yesterday ） SAM
PLE



172　リスニング演習　be動詞の過去形

学習日▶　　 /

リスニング演習2 リスニング演習   be動詞の過去形
  　　表を見て，質問に対する答えが Yes. ならば○で，No. ならば×で答えなさい。

 No.1〔　　　〕　　　　No.2〔　　　〕　　　　No.3〔　　　〕　　　　No.4〔　　　〕

  　　英語の対話を聞いて，質問に合う答えを選びなさい。

No.1　　ア　Yes, it is. イ　No, it isn’t. 〔　　　〕

 ウ　Yes, it was. エ　No, it wasn’t.

No.2　　ア　Yes, he did. イ　No, he didn’t. 〔　　　〕

 ウ　Yes, he was. エ　No, he wasn’t.

No.3　　ア　This year. イ　Last year. 〔　　　〕

 ウ　Yes, they were. エ　No, they weren’t.

  　　読まれた英文を書き取りなさい。

No.1　　

No.2　　

No.3　　

1

日目 日付 行　動　内　容

1 3/28 午前：新幹線で京都へ　午後：市内観光〈京都泊〉

2 3/29 １日じゅう寺めぐり　　　　　　　　　〈京都泊〉

3 3/30
昼：正午前に奈良へ移動し，午後から寺めぐり

夜：アメリカ出身の友人と会食　　　　〈奈良泊〉

4 3/31 引き続き奈良で寺めぐり　　　　　　　〈奈良泊〉

5 4/1
昼：正午前に大阪へ移動し，午後から市内観光

夜：神戸へ移動　　　　　　　　　　　〈神戸泊〉

6 4/2
午前：市内観光の予定が，残念ながら雨のため中止

午後：新幹線で東京へ

2

3
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