
過去形のまとめ（２）No.1

【１】次の各文を疑問文にして と で答えなさYes No
い。また、それらを日本語にしなさい。

1 Her brother was a high school student last year.)

2 Those students were late for school yesterday. late for) （

～： ～に遅れる、～に遅刻する ）「 」

3 Mr. Brown went to Kyoto last Sunday.)

4 His parents came to Matsusaka two days ago.)

5 You carried the box to the second floor. the second) （

： ２階 ）floor 「 」

) （ ～6 The boy was waiting for his friend there. wait for
： ～を待つ ）「 」

7 Bob studied Japanese last night.)

8 Kenji bought a new bike.)

9 Your father was free last Saturday.)

10 The tall woman knew his name.)

【２】次の各文を否定文にして、更に日本語にしなさ

い。

1 These books were very interesting.)
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【１】

1 Was her brother a high school student last year? Yes,)

彼女の兄は去年、高校生でhe was. No, he wasn't.
したか。はい、そうでした。いいえ、違いました。

2 Were those students late for school yesterday? Yes,)

あれらの生徒たちは昨they were. No, they weren't.
日、学校に遅刻しましたか。はい、しました。いい

え、しませんでした。

3 Did Mr. Brown go to Kyoto last Sunday? Yes, he did.)

ブラウン氏は先週の日曜日、京都へNo, he didn't.
行きましたか。はい、行きました。いいえ、行きま

せんでした （ を使うと が に戻ること。 Did went go
に注意 ）。

4 Did his parents come to Matsusaka two days ago?)

彼の両親は２日前にYes, they did. No, they didn't.
松阪に来ましたか。はい、来ました。いいえ、来ま

せんでした （ を使うと が に戻るこ。 Did came come
とに注意 ）。

5 Did you carry the box to the second floor? Yes, I did.)

あなたはその箱を２階に運びましたNo, I didn't.
。 、 。 、 。か はい 運びました いいえ 運びませんでした

（ を使うと が に戻ることに注意 ）Did carried carry 。

6 Was the boy waiting for his friend there? Yes, he was.)

その少年はそこで彼の友人を待ってNo, he wasn't.
いましたか。はい、待っていました。いいえ、待っ

ていませんでした。

7 Did Bob study Japanese last night? Yes, he did. No,)

ボブは昨夜、日本語を勉強しましたか。he didn't.
はい、しました。いいえ、しませんでした。

8 Did Kenji buy a new bike? Yes, he did. No, he)

。 、didn't. 健二は新しい自転車を買いましたか はい

買いました。いいえ、買いませんでした。

9 Was your father free last Saturday? Yes, he was. No,)

あなたのお父さんは先週の土曜日ひまでhe wasn't.
したか。はい、ひまでした。いいえ、ひまではあり

ませんでした。

10 Did the tall woman know his name? Yes, she did.)

その背の高い女性は彼の名前を知っNo, she didn't.
ていましたか。はい、知っていました。いいえ、知

りませんでした。

【２】

) これらの本は1 These books weren't very interesting.
余り面白くなかった。( ：あまり～でない)not very
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2 His mother made this Japanese doll.)

3 Tom washed his bicycle.)

4 His father was busy yesterday afternoon.)

5 The man wrote this book.)

6 Mr. Tanaka taught English to us.)

7 That old woman knew my mother.)

8 I had some pencils in the box.)

9 Those students cleaned their classroom.)

10 We enjoyed the party yesterday.)
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) 彼の母は2 His mother didn't make this Japanese doll.
didn't madeこの日本人形を作らなかった を使うと。（

は に戻ることに注意 ）make 。

) トムは彼の自転車を3 Tom didn't wash his bicycle.
洗わなかった （ を使うと は に戻。 didn't washed wash
ることに注意 ）。

) 彼の父は4 His father wasn't busy yesterday afternoon.
昨日の午後、忙しくなかった。

) その男の人はこの5 The man didn't write this book.
didn't wrote write本を書かなかった （ を使うと は。

に戻ることに注意 ）。

) 田中先生は6 Mr. Tanaka didn't teach English to us.
didn't taught私達に英語を教えなかった （ を使うと。

が に戻ることに注意 ）teach 。

) あの年老7 That old woman didn't know my mother.
いた女性は私の母を知らなかった （ を使うと。 didn't

が に戻ることに注意 ）knew know 。

) 私はその箱の中8 I didn't have any pencils in the box.
に一本も鉛筆を持っていなかった （ を使うと。 didn't

が に戻ることに注意。また、否定文ではhad have
、 「 」some any not anyは に変わり で １つも～でない

の意味になることにも注意 ）。

) あれら9 Those students didn't clean their classroom.
didn'tの生徒たちは彼らの教室を掃除しなかった （。

を使うと が に戻ることに注意 ）cleaned clean 。

) 私達は昨日、10 We didn't enjoy the party yesterday.
そのパーティを楽しまなかった （ を使うと。 didn't

が に戻る事に注意 ）enjoyed enjoy 。


