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4

1

一般動詞の過去形は，「～した」，「～していた」と過去の動作・活動・状態を表す。
比 較 　 ①　I play  soccer every day. 〔現在〕

②　I played soccer yesterday. 〔過去〕
注 意 　 一般動詞の過去形には，原形の語尾に edをつけるもの（規則動詞）と，不規則な作り方をするもの（不規則動

詞）の２種類がある。

学習日　　　　月　　　　日

一般動詞の過去形
一般動詞の過去の文

11   作り方

a ふつうは原形の語尾に edをつける。
walk → walked，enjoy → enjoyedなど。

b 発音しない eで終わるときは dだけをつける。（eをとって edをつけると理解してもよい）
invite → invited，hope → hopedなど。

c 「子音字＋ y」で終わるときは，yを iに変えて edをつける。
study → studied，carry → carried，cry → criedなど。

d 「子音＋母音＋子音」で終わり，その母音にアクセントがある場合は最後の子音字を重ねて edを
つける。
stop → stopped，drop → dropped，plan → plannedなど。
注 意 　 母音にアクセントがない場合はそのまま edをつける。

visit → visited，enter → enteredなど。

22   edの発音
規則動詞の過去形の edの部分の発音は，動詞の語尾によって次の３つのパターンに分けられる。

a 《有声音＋ ed》→ [d]
played，lived，calledなど。

b 《無声音＋ ed》→ [t]
liked，hoped，helped，washedなど。

c 《[t]＋ ed / [d]＋ ed》→ [id]
wanted，invited，neededなど。

33   過去の《時》を表す語句
過去形の動詞とともによく用いられる《時》を表す副詞（句）には，次のようなものがある。

then「そのとき」，yesterday「きのう」，last week[month，year]「先週［先月，去年］」，
at that time「そのとき」，three years[weeks，months] ago「３年前［３週間前，３か月前］」

規則動詞の過去形SAM
PLE



1 一般動詞の過去形 5

11   過去の否定文
現在の否定文で don’t[doesn’t]を使うところを didn’tにして，あとの動詞は原形にする。
比 較 　① a 　We don’t play baseball on Monday.

b 　We didn’t play baseball last Monday.
② a 　He doesn’t study English.

b 　He didn’t study English yesterday.

22   過去の疑問文
現在の疑問文で do[does]を使うところを didにして，あとの動詞は原形にする。
比 較 　① a 　Do you play tennis every Sunday?   Yes, I do.

b Did you play tennis last Sunday?   Yes, I did.
② a 　Does she study English every day?   No, she doesn’t.

b Did she study English yesterday?   No, she did not[didn’t].
③ a 　Where does he live now?   He lives in Tokyo.

b 　Where did he live two years ago?   He lived in London.
④ a 　Who cooks dinner every day?   My mother does.

b 　Who cooked dinner yesterday?   My father did.

一般動詞の過去の否定文・疑問文

11   不規則動詞の過去形
それぞれ個別に覚える。
参 考 不規則動詞の３つのタイプ

a 大きく変化するもの。
go → went，make → made，leave → left，teach → taught，buy → bought

b 母音が変化するもの。
come → came，get → got，give → gave

c 原形と同形のもの。
cut → cut，shut → shut，read[ri ːd]→ read[red]（発音注意），hit→ hit，
put → put，set → set，spread → spread，
hurt → hurt，let → let，cost → cost

22   不規則動詞を使う過去の否定文・疑問文
規則動詞の場合と同様に，did，didn’tを使い，あとの動詞を原形にする。
①　He went to the library yesterday.
②　He didn’t go to the library yesterday.　〔否定文〕
③　Did he go to the library yesterday?　〔疑問文〕

不規則動詞の過去形

☆　Ill got, ill spent.
　　（悪銭身につかず）
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練 成 問 題練 成 問 題

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。1

⑴　I 　　　  tennis with Mike yesterday.　（ play ）
⑵　He 　　　  his car last Sunday.　（ wash ）
⑶　They 　　　  English in the library yesterday.　（ study ）
⑷　The car 　　　  in front of my house at that time.　（ stop ）
⑸　We 　　　  the party last night.　（ enjoy ）
⑹　The man 　　　  out at that time.　（ cry ）
⑺　I 　　　  Kyoto last month.　（ visit ）
⑻　Taro 　　　  all the questions in class yesterday.　（ answer ）
⑼　They 　　　  in Japan three days ago.　（ arrive ）
⑽　My brother 　　　  a new bike then.　（ want ）
⑾　We 　　　  a lot of money at that time.　（ need ）

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　You listened to music after dinner last night.　（ yes ）
　　　

⑵　She helped her mother in the kitchen yesterday.　（ no ）
　　　

⑶　They watched a baseball game on TV last night.　（ yes ）
　　　

⑷　He finished the work yesterday.　（ no ）
　　　

⑸　He talked with a friend of his on the telephone last night.　（ yes ）
　　　

次の英文を否定文に書きかえなさい。3

⑴　He answered my question at that time.
　　　

⑵　It rained last night.
　　　

⑶　He called me yesterday.
　　　

⑷　Jane cooked the fish yesterday evening.
　　　

⑸　Mike walked to school yesterday.
　　　

SAM
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1 一般動詞の過去形 7

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。4

⑴　used [　　　] ⑵　looked [　　　] ⑶　lived [　　　]

⑷　opened [　　　] ⑸　arrived [　　　] ⑹　wanted [　　　]

⑺　started [　　　] ⑻　watched [　　　] ⑼　needed [　　　]

⑽　asked [　　　] ⑾　stopped [　　　] ⑿　stayed [　　　]

⒀　visited [　　　] ⒁　answered [　　　] ⒂　washed [　　　]

次の不規則動詞の過去形を書きなさい。5

原形 （意味） 過去形 原形 （意味） 過去形

①　become （～になる） 　　　  ②　come （来る） 　　　

③　run （走る） 　　　  ④　bring （持ってくる） 　　　
⑤　build （建てる） 　　　  ⑥　buy （買う） 　　　

⑦　catch （捕らえる） 　　　  ⑧　find （見つける） 　　　

⑨　get （得る） 　　　  ⑩　have （持っている） 　　　
⑪　hear （聞く） 　　　  ⑫　keep （持ち続ける） 　　　
⑬　leave （去る） 　　　  ⑭　lend （貸す） 　　　

⑮　lose （失う） 　　　  ⑯　make （作る） 　　　

⑰　meet （会う） 　　　  ⑱　say （言う） 　　　

⑲　sell （売る） 　　　  ⑳　send （送る） 　　　

㉑　sit （すわる） 　　　  ㉒　sleep （眠る） 　　　

㉓　spend （費やす） 　　　  ㉔　stand （立つ） 　　　

㉕　teach （教える） 　　　  ㉖　tell （話す） 　　　

㉗　think （考える） 　　　  ㉘　set （置く） 　　　

㉙　cut （切る） 　　　  ㉚　put （置く） 　　　

㉛　read （読む） 　　　  32　begin （始める） 　　　

33　break （こわす） 　　　  34　do （する） 　　　

35　draw （引く） 　　　  36　drink （飲む） 　　　

37　drive （運転する） 　　　  38　eat （食べる） 　　　

39　f ly （飛ぶ） 　　　  40　forget （忘れる） 　　　

41　give （与える） 　　　  42　go （行く） 　　　

43　grow （成長する） 　　　  44　know （知っている） 　　　
45　ride （乗る） 　　　  46　rise （起きる） 　　　

47　see （見る） 　　　  48　show （見せる） 　　　

49　sing （歌う） 　　　  50　speak （話す） 　　　

51　swim （泳ぐ） 　　　  52　take （手にとる） 　　　

53　throw （投げる） 　　　  54　write （書く） 　　　
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1 一般動詞の過去形8

次の　　　に，あとの（　　）内の語を必要に応じて適当な形に直して書きなさい。また，完成した英文を

日本語に直しなさい。
6

⑴　My sister studied hard and 　　　  an English teacher.　（ become ）
（ ）

⑵　I 　　　  up late yesterday and 　　　  to school.　（ get / run ）
（ ）

⑶　He 　　　  this house by himself last year.　（ build ）
（ ）

⑷　I 　　　  Mary in the library three hours ago.　（ see ）
（ ）

⑸　Last Sunday I 　　　  fishing and 　　　  a big fish.　（ go / catch ）
（ ）

⑹　We 　　　  a very good time last night.　（ have ）
（ ）

⑺　He 　　　  Japan for London last week.　（ leave ）
（ ）

⑻　I 　　　  my camera two days ago.　（ lose ）
（ ）

⑼　She smiled at me and 　　　  goodbye.　（ say ）
（ ）

⑽　He came to this town and 　　　  some food at the market.　（ sell ）
（ ）

⑾　He walked into the park and 　　　  on a bench under the tree.　（ sit ）
（ ）

⑿　He 　　　  the big tree in the yard yesterday.　（ cut ）
（ ）

⒀　I 　　　  an interesting book last night.　（ read ）
（ ）

⒁　My brother 　　　  my cup yesterday.　（ break ）
（ ）

⒂　I didn’t 　　　  breakfast this morning.　（ eat ）
（ ）

⒃　How did you 　　　  yesterday afternoon?　（ spend ）
（ ）

⒄　What subject did he 　　　  at school?　（ teach ）
（ ）

語 句 ⑵　run to …　…に走って行く　　⑶　by ～self　自分で　　⑸　go fishing　釣りに行く
⑼　smile　ほほえむ　　⑽　market　市場　　⒄　subject　教科，科目
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1 一般動詞の過去形 9

次の日本文に合う英文になるように，[　　]には，あとの動詞を必要に応じて適当な形に直して書き入れ，

　　　には適当な語を補いなさい。
7

⑴　彼女はきのう，かわいい人形を作りました。

She [　　　　　　　] a pretty doll yesterday.

⑵　わたしは先月，カナダのペンパルにわたしの家族の写真を送りました。

I [　　　　　　　] a picture of my family to my pen pal in Canada last month.

⑶　彼女は立ち上がって，英語をとても上手に話しました。

She [　　　　　　　] up and [　　　　　　　] English very well.

⑷　その野球の試合は午後３時に始まりました。

The baseball game [　　　　　　　] at three in the afternoon.

⑸　わたしの父はきのう，飛行機で北海道へ行きました。　〔２通りの言い方で〕

①　My father [　　　　　　　] to Hokkaido by plane yesterday.

②　My father [　　　　　　　] to Hokkaido yesterday.

⑹　父は先週，わたしを大阪へ連れていってくれました。

My father [　　　　　　　] me to Osaka 　　　  week.

⑺　わたしは昨夜，オーストラリアのペンパルに手紙を書きました。

I [　　　　　　　] a letter to my pen pal in Australia 　　　  night.

⑻　あなたはきのうの午後，何をしましたか。

What 　　　  you [　　　　　　　] yesterday afternoon?

⑼　あなたはいつ日本に来ましたか。　 先月来ました。

When 　　　  you [　　　　　　　] to Japan?  　 I [　　　　　　　] to Japan 　　　  

　　　 .

⑽　あなたはその店で何を買いましたか。　 ノートを数冊買いました。

What 　　　  you [　　　　　　　] at the store?  　 I [　　　　　　　] some notebooks.

⑾　あなたはどこで彼らに会いましたか。　 図書館で会いました。

Where 　　　  you [　　　　　　　] them?  　 I [　　　　　　　] them at the library.

⑿　あなたはきのう，授業をいくつ受けましたか。　 ４つ受けました。

How many classes 　　　  you [　　　　　　　] yesterday?  　 I [　　　　　　　] four.

⒀　だれがその窓をこわしたのですか。　 太郎です。

Who [　　　　　　　] the window?  　 Taro 　　　 .

come　　buy　　break　　meet　　have　　make　　send　　stand　　speak

do　　begin　　f ly　　go　　take　　write

⑵　pen pal　ペンパル，文通している友達　　⑸　by plane　飛行機で
語 句
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発 展 問 題発 展 問 題

1 一般動詞の過去形10

⑹　take a picture　写真を撮る　　⒄　join …　…に加わる
語 句

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 ：　Did you enjoy the party last night?
B ：　Yes.　We 　　　  it very much.

⑵　 A ：　Did you play tennis yesterday?
B ：　No, I 　　　 .　But I 　　　  baseball.

⑶　 A ：　Where did you live three years ago?
B ：　I 　　　  in Yokohama.

⑷　 A ：　What did you study yesterday afternoon?
B ：　I 　　　  English.

⑸　 A ：　When did she make the cake?
B ：　She 　　　  it yesterday.

⑹　 A ：　Where did you take the picture?
B ：　I 　　　  it in the park near my house.

⑺　 A ：　What time did you get up this morning?
B ：　I 　　　  up at six.

⑻　 A ：　How did you go to Nagoya last week?
B ：　We 　　　  there by train.

⑼　 A ：　Where did you find the cat?
B ：　I 　　　  it in my garden.

⑽　 A ：　What did he teach to you last year?
B ：　He 　　　  English to us last year.

⑾　 A ：　When did you write to him?
B ：　I 　　　  to him last week.

⑿　 A ：　What time did you eat breakfast this morning?
B ：　I 　　　  it at seven thirty.

⒀　 A ：　How many hamburgers did you buy at the shop?
B ：　I 　　　  three.

⒁　 A ：　What did you give to your mother for her birthday?
B ：　I 　　　  some beautiful f lowers to her.

⒂　 A ：　When did you read the interesting book?
B ：　I 　　　  it last week.

⒃　 A ：　Who visited you last night?
B ：　Mr. and Mrs. Green 　　　 .

⒄　 A ：　How many students joined the volunteer club?
B ：　About thirty students 　　　 .
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1 一般動詞の過去形 11

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　そのバスは，わたしたちの学校の前で止まりました。

（ the / in front of / our / bus / school ）.
 　　　

⑵　わたしたちはきのう，マイクと英語で話しました。

（ in / we / Mike / yesterday / with / English ）.
 　　　

⑶　あなたたちはゆうべ，楽しく過ごしましたか。

( you / a / time / good / did / evening / yesterday ）?
 　　　

⑷　わたしはきょう，昼食にサンドイッチを食べました。

（ today / for / sandwiches / I / some / lunch ）.
 　　　

⑸　わたしは昨夜，おばに手紙を書きました。

（ night / a / my / I / letter / last / to / aunt ）.
 　　　

⑹　わたしたちはきのう，駅でわたしたちの先生に会いました。

（ our / at / we / the / teacher / yesterday / station ）.
 　　　

⑺　彼女はわたしたちにさよならを言いませんでした。

（ didn’t / to / she / goodbye / us ）.
 　　　

3 次の日本文を英語に直しなさい。

⑴　わたしはきのう，マイクといっしょに英語を勉強しました。

 　　　

⑵　彼はきのう，そのコンピュータを使いましたか。

 　　　

⑶　あなたは先週，何冊の本を読みましたか。　 ２冊読みました。
 　　　

⑷　だれがそのケーキを作ったのですか。　 わたしの姉です。
 　　　

⑸　あなたはきのう，どこへ行きましたか。　 マイクの家に行きました。
 　　　

⑹　彼はきのう，わたしの家に来ませんでした。

 　　　

⑵　コンピュータ　computer　　⑷　ケーキ　cake
語 句
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1 一般動詞の過去形12

■　不規則動詞文例（動詞に注意して文意を確認しなさい）

①　My sister studied hard and became an English teacher.
②　Yesterday an American teacher came to our English class.
③　Yesterday I got up late and ran to school.
④　She brought me a glass of water.
⑤　They built the building three hundred years ago.
⑥　Yesterday I bought a large dictionary at the bookstore.
⑦　I went fishing in the river and caught a lot of fish.
⑧　Yesterday I found a wallet on the street.
⑨　I got a letter from my pen pal in Canada.
⑩　We had a very good time at the party.
⑪　I heard a strange noise at that time.
⑫　He kept old pictures in his desk.
⑬　She left Japan for London last month.
⑭　He lent a dictionary to me.
⑮　She lost her son in the war.
⑯　He made this model plane yesterday.
⑰　I met a friend of mine on my way to school.
⑱　She said goodbye to us and went away.
⑲　He sold his house last month.
⑳　My aunt sent a birthday present to me last week.
㉑　He sat under the tree and drank some water.
㉒　He slept for ten hours last night.
㉓　He spent a lot of money on books.
㉔　We all stood up and said goodbye to her.
㉕　She taught English to the students for a year.
㉖　My father told an interesting story to me last night.
㉗　“She is kind to everyone,” I thought.
㉘　We understood his English.
㉙　She cut the cake with a knife.
㉚　He put the book on the desk.
㉛　I read an interesting book last night.
32　The baseball game began at six o’clock.
33　A strong wind blew yesterday.
34　My brother broke the window.
35　I did my homework after dinner.

発 展 課 題発 展 課 題
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1 一般動詞の過去形 13

36　She drew the picture yesterday.

37　He drove us to the station.

38　I ate two hamburgers for lunch.

39　The leaf fell to the ground.

40　I felt something strange in my shoes.

41　My father flew to Hakata this afternoon.

42　I forgot his name.

43　My father gave an old watch to me.

44　The tree grew quickly and became a big one.

45　The ball hit the window.

46　The little girl held her mother’s hand.

47　She knew the name of the animal.

48　He lay on the grass.

49　She laid her bag on the chair.

50　I paid 50 dollars for the shoes.

51　Yesterday I rode a horse for the first time.

52　The telephone rang then.

53　I rose at six this morning.

54　I saw a beautiful picture in the room.

55　He showed an interesting picture to me.

56　He shut the door of his room.

57　We played games and sang a lot of songs at the party.

58　He spoke very good Japanese.

59　Someone stole my camera.

60　We swam in the sea this afternoon.

61　He took my hand and took me to the room.

62　He threw a stone at the dog.

63　She wore a beautiful dress last night.

64　She wrote a letter to her aunt in New York.

語 句 ④　bring ～ …　～に…を持ってくる　　a glass of water　コップ１杯の水
⑦　go fishing　釣りに行く，fishは単数形と複数形が同じ形の名詞（単複同形）
⑧　wallet　財布，札入れ　　⑩　have a good time　楽しく過ごす
⑪　strange noise　奇妙な物音　　⑯　model plane　模型飛行機
⑰　on one’s way to …　－が…へ行く途中に［で］　　⑱　go away　立ち去る　
㉙　with a knife　ナイフで　　39　leaf　葉　　ground　地面　　48　grass　草，芝生
51　for the first time　初めて
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2

注 意 　am， are， isを総称して be動詞と呼ぶ。

a 主語を説明し，「Aは～である。」
①　Mr. Sato is an English teacher.
②　I am very busy now.

b 主語の《存在》を示して，「Aは～にある［いる］。」
They are in the park now.

11   wasとwere
be動詞にも一般動詞と同様に過去形があり，「Aは～であった。」，「Aは～にあった［いた］。」という

意味を表す。am，isの過去形はwas，areの過去形はwereとなる。
比 較 　① a 　Mr. Smith is our homeroom teacher.

b 　Mr. Smith was our homeroom teacher last year.
② a 　He is in Hokkaido now.

b 　He was in Hokkaido at that time.
③ a 　I am a student at this school.

b 　I was a student at this school last year.
④ a 　We are in Tokyo now.

b 　We were in Tokyo last year.

22   be動詞の過去の否定文・疑問文
現在形の am，are，isの場合と同じ要領で作る。

a 　否定文 …… was[were]のうしろに notを置く。
比 較 a 　She is not[isn’t] home now.

b 　She was not[wasn’t] home at that time.

b　疑問文 …… was[were]を主語の前に置く。
比 較 　① a Is he busy now?   Yes, he is. / No, he isn’t.

b Was he busy then?   Yes, he was. / No, he wasn’t.
② a 　Where are you now?   I am in the kitchen.

b 　Where were you then?   I was in the kitchen.

学習日　　　　月　　　　日

be動詞の過去形
be動詞の用法

be動詞の過去形
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練 成 問 題練 成 問 題

2 be動詞の過去形 15

次の英文の　　　に適当な be動詞を書きなさい。1

⑴　He 　　　  busy now.
⑵　I 　　　  in the library at that time.
⑶　Mike 　　　  thirteen years old now.
⑷　My mother 　　　  a nurse fifteen years ago.
⑸　We 　　　  in Japan last year.
⑹　I 　　　  in the kitchen then.
⑺　Tom 　　　  sick in bed last week.
⑻　They 　　　  in the classroom now.
⑼　She 　　　  in the seventh grade last year.
⑽　My sister 　　　  absent from school yesterday.
⑾　My parents 　　　  at home yesterday afternoon.
⑿　I 　　　  a junior high school student now.
⒀　Mike and I 　　　  in the same class last year.
⒁　It 　　　  rainy last night.

2 次の英文を否定文に書きかえなさい。

⑴　She was kind to me.
　　　

⑵　They were in America last year.
　　　

⑶　He was late for school today.
　　　

⑷　The book was interesting to me.
　　　

⑸　My brother and I were at home then.
　　　

⑹　It was rainy this evening.
　　　

⑺　Those f lowers were very beautiful.
　　　

⑻　She was in the library at that time.
　　　

語 句 ⑷　nurse　看護師　　⑺　be sick in bed　病気で寝こんでいる　　⑼　grade　学年
⑽　be absent from …　…を欠席する　　⒁　rainy　雨降りの

⑴　be kind to …　…に親切だ　　⑶　be late for …　…に遅れる
語 句
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2 be動詞の過去形16

次の対話文が完成するように，　　　に適当な語を書きなさい。3

⑴　 A ：　　　　  you busy yesterday evening?

B ：　No, I 　　　 .

⑵　 A ：　　　　  Jim and Roy in the same class last year?

B ：　Yes, 　　　  　　　 .

⑶　 A ：　　　　  they kind to you at that time?

B ：　Yes, they  　　　 .

⑷　 A ：　　　　  he in Hokkaido yesterday?

B ：　No, he 　　　 .　He 　　　  in Osaka yesterday.

⑸　 A ：　　　　  your children at home then?

B ：　No, they 　　　 .　They 　　　  out then.

⑹　 A ：　Where 　　　  you at that time?

B ：　I 　　　  in the park near my house.

⑺　 A ：　Who 　　　  your math teacher last year?

B ：　Mr. Sato 　　　 .

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。4

⑴　 あなたの辞書がわたしの机の上にありました。

Your dictionary 　　　  on my desk.

⑵　 トムは去年，バスケットボール部に入っていたのですか。

　　　  Tom in the basketball club last year?

⑶　 わたしはそのとき，日本にはいませんでした。

　　　  　　　  in Japan at that time.

⑷　 彼はきのうの午後，どこにいたのですか。

Where 　　　  　　　  yesterday afternoon?

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。
5

⑴　 彼は昨年，あなたのクラスメートだったのですか。

（ your / last / was / classmate / did / he ） year?

 　　　

⑵　 それらの質問はあまり難しくありませんでした。

（ difficult / were / those / not / questions / was / very ）.

 　　　

⑶　 きのう，東京の天気はどうでしたか。 

（ Tokyo / was / in / the weather / how / were ） yesterday?
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発 展 問 題発 展 問 題

2 be動詞の過去形 17

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 ：　Where was your book?
B ：　　　　 　　　  on the chair.

⑵　 A ：　　　　  you and Ken in the same class last year?
B ：　Yes, 　　　 　　　 .

⑶　 A ：　It 　　　  rainy yesterday.
B ：　That’s right.  But it 　　　  sunny now.

⑷　 A ：　Who 　　　  in the kitchen then?
B ：　Ken and Tom 　　　 .

⑸　 A ：　　　　  you read the book last week?
B ：　Yes, I did.

A ：　　　　  it interesting?

B ：　No, it 　　　 .　I didn’t enjoy it.

2 次の文を，〔　　〕内の指示に従って書きかえなさい。

⑴　 I am very busy today.　〔todayを yesterdayにかえて〕
　　　

⑵　It was cloudy in Osaka this morning.　〔否定文に〕
　　　

⑶　The f lowers in the yard were beautiful.　〔疑問文に〕
　　　

⑷　Mary was my classmate last year.　〔主語をMary and Tomにかえて〕
　　　

⑸　Bob’s cap was under the chair.　〔下線部が答えの中心となる疑問文に〕
　　　

3 次の日本文を英語に直しなさい。

⑴　 きのう，わたしたちはとても忙しかった。
　　　

⑵　そのとき，わたしの父は家にいませんでした。

　　　

⑶　彼女は10年前，歌手だったのですか。
　　　

⑷　あなたはこの前の土曜日，どこにいましたか。

　　　

SAM
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時 制 の ま と め時 制 の ま と め

38

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 listen to music every day.
　　　

⑵　Mary helps her mother every day.
　　　

⑶　He studies French every day.
　　　

⑷　My father washes his car every Sunday.
　　　

⑸　They use this room every day.
　　　

⑹　He works very hard every day.
　　　

⑺　I walk to school every day.
　　　

⑻　Do they play tennis every Sunday?
　　　

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入れなさい。

ただし，同じものは２度使えない。

⑴　I 　　　  TV after dinner yesterday.
⑵　Ken 　　　  the heavy box into the room yesterday.
⑶　They 　　　  at a hotel in Tokyo last night.
⑷　He 　　　  the teacher’s question very quickly yesterday.
⑸　It 　　　  hard last night.
⑹　My father 　　　  dinner for us yesterday.
⑺　Mr. Brown 　　　  at the airport at 2:30 yesterday afternoon.
⑻　The baseball game 　　　  thirty minutes ago.
⑼　Nancy 　　　  us to her birthday party last week.
⑽　We 　　　  some temples in Kyoto last Sunday.

invite　　carry　　start　　stay　　watch　　visit　　rain　　answer
cook　　arrive

⑷　quickly　すばやく　　⑸　hard　激しく　　⑽　temple　寺院
語 句

⑶　French　フランス語
語 句
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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　I 　　　  a letter to Mike last night.　（ write ）
⑵　He 　　　  this house two years ago.　（ build ）
⑶　I 　　　  history at this school last year.　（ teach ）
⑷　I 　　　  this dictionary at the bookstore yesterday.　（ buy ）
⑸　My teacher 　　　  us to the museum last Sunday.　（ take ）
⑹　My father 　　　  a big fish yesterday.　（ catch ）
⑺　I 　　　  with an American in English yesterday.　（ speak ）
⑻　He 　　　  Japanese food for the first time yesterday.　（ eat ）
⑼　I 　　　  our English teacher at the station yesterday.　（ see ）
⑽　My aunt 　　　  a watch to me yesterday.　（ give ）
⑾　He 　　　 , “Good morning,” and walked into the room.　（ say ）
⑿　We 　　　  to the library yesterday afternoon.　（ go ）
⒀　Kenji 　　　  to school yesterday morning.　（ run ）
⒁　We 　　　  a very good time last night.　（ have ）
⒂　She 　　　  the book last night.　（ read ）
⒃　They 　　　  to Japan two years ago.　（ come ）
⒄　My mother 　　　  a nice cake yesterday.　（ make ）
⒅　I 　　　  Tom at the station yesterday.　（ meet ）
⒆　My brother 　　　  these pictures last week.　（ draw ）

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　わたしの父は昨夜，そのニュースを聞きました。

My father 　　　  the news last night.

⑵　その老人はおもしろい話を話しました。

The old man 　　　  an interesting story.

⑶　生徒たちは去年の夏，この川で泳ぎました。

The students 　　　  in this river last summer.

⑷　マリは先週，アメリカへ向けて日本を出発しました。

Mari 　　　  Japan for the United States last week.

⑸　彼の兄は３年前，医者になりました。

His brother 　　　  a doctor three years ago.

⑹　祖母はわたしに手紙を送ってくれました。

My grandmother 　　　  a letter to me.

⑺　彼はけさ，この部屋でわたしのペンを見つけました。

He 　　　  my pen in this room this morning.

⑷　the United States　アメリカ合衆国
語 句

⑶　history　歴史　　⑸　museum　博物館　　⑾　walk into …　歩いて…に入る
語 句
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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　I 　　　  a college student last year.
⑵　They 　　　  very happy at that time.
⑶　Mr. Yamada 　　　  very busy last week.
⑷　We 　　　  in the library at that time.
⑸　You and I 　　　  in the same class last year.
⑹　Your dictionary 　　　  on the desk then.
⑺　Where 　　　  you at that time?
⑻　Who 　　　  your homeroom teacher last year?
⑼　It 　　　  very cold last night.
⑽　　　　  you busy yesterday?
⑾　　　　  your father home at that time?
⑿　There 　　　  a boy in the room then.
⒀　There 　　　  a lot of fish in the river then.
⒁　There 　　　  a lot of people in the park then.
⒂　There 　　　  a lot of water in the lake last summer.

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 did you need then?
B ：　I 　　　  a dictionary.

⑵　A ：　What did you buy at the shop?
B ：　I 　　　  some vegetables.

⑶　A ：　How many children did he have?
B ：　He 　　　  three; two sons and a daughter.

⑷　A ：　When did he come to this library?
B ：　He 　　　  here two hours ago.

⑸　A ：　How did you go to the museum?
B ：　I 　　　  there by bus.

⑹　A ：　Who broke this window?
B ：　Tim 　　　 .

⑺　A ：　Where did you see Mr. Kato yesterday?
B ：　I 　　　  him at the station.

⑻　A ：　What time did the game begin?
B ：　It 　　　  at two in the afternoon.

⑼　A ：　When did you read the book?
B ：　I 　　　  it last week.

⑵　vegetable　野菜　　⑶　son　息子
語 句

⑻　homeroom teacher　担任の先生
語 句
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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 sick in bed yesterday?  　 Yes, I 　　　 .
⑵　　　　  you reading a book then?  　 No, I 　　　 .
⑶　　　　  she make a cake yesterday?  　 Yes, she 　　　 .
⑷　　　　  he busy now?  　 No, he 　　　 .
⑸　　　　  they have a good time at the party last night?  　 Yes, they 　　　 .
⑹　　　　  there a cat under the table at that time?  　 No, there 　　　 .
⑺　　　　  Mike home at that time?  　 No, he 　　　 .
⑻　　　　  she come to this shop tomorrow?  　 Yes, she 　　　 .
⑼　　　　  they playing tennis at that time?  　 No, they 　　　 .
⑽　　　　  there many fish in this lake now?  　 Yes, there 　　　 .
⑾　　　　  you have another cup of tea?  　 No, thank you.
⑿ 　How long 　　　  you going to stay in Japan?  　 For about a month.　I will be here 

until Saturday next week.

⒀　Where 　　　  you meet him yesterday?  　 In the park near my school. 

8 次の日本文を英語に直しなさい。

⑴　彼女はそのパーティーで歌をたくさん歌いました。

 　　　

⑵　30年前，その村にはたくさんの家がありました。
 　　　

⑶　わたしは来年，オーストラリアへ行きます。

 　　　

⑷　久美はきのうの午後，家にいませんでした。

 　　　

⑸　彼らはそのとき，木の下で昼食を食べていました。

 　　　

⑹　わたしの姉は来週，20歳になります。
 　　　

⑺　あなたは先週の金曜日，学校に遅れましたか。　 いいえ。
 　　　

⑻　あなたはけさ，何時に起きましたか。　 ６時に起きました。
 　　　

⑼　彼はそのとき，どこでギターの練習をしていましたか。　 自分の部屋でしていました。
 　　　

⑽　あなたたちはいつ健を訪ねるつもりですか。　 来週の土曜日に彼を訪ねるつもりです。
 　　　

⑿　until …　…まで（ずっと）
語 句
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