
No.1過去形の疑問文・否定文の練習

【 】 、 。問題１ 次の各文を疑問文にし 更に全文を訳しなさい

1 The dog was very big.)

2 They were very kind to you.)

3 There were some boys in the pool.)

4 Nancy was in Tokyo last year.)

5 Tom was at home then.)

6 Mary helped her mother.)

7 They finished their homework.)

8 She listened to the radio.)

9 They liked tennis very much.)

10 His sister answered the question.)

11 She went to church last Sunday.)

12 Nancy had a very beautiful doll.)

13 Mike bought the bicycle.)

14 The game began at eight.)

) （ を に変えて）15 My uncle came last night. my your

【 】 、 。問題２ 次の各文を否定文にし 更に全文を訳しなさい

1 She was happy then.)

2 There was a guitar in his room.)

No.1過去形の疑問文・否定文の練習

【問題１】

) ：その犬はとても大きかったです1 Was the dog very big?

か （ 動詞の文は 動詞を前に持ってくれば疑問文。 be be

に出来る ）。

) ：彼らはあなたにとても親切2 Were they very kind to you?

でしたか。

) ：プールには何人かの少3 Were there any boys in the pool?

年がいましたか （疑問文・否定文では が に。 some any

なることに注意 ）。

) ：ナンシーは、去年、東京4 Was Nancy in Tokyo last year?

にいましたか。

、 。5 Was Tom at home then?) ：トムはその時 家にいましたか

) ：メアリーは彼女の母を手伝6 Did Mary help her mother?

いましたか （過去の一般動詞の疑問文は文頭に を。 Did

持ってくれば良い。但し、一般動詞は原形に戻る ）。

) ：彼らは彼らの宿題を終7 Did they finish their homework?

えましたか。

) ：彼女はラジオを聴きました8 Did she listen to the radio?

か。

) ：彼らはテニスがとても好9 Did they like tennis very much?

きでしたか。

) ：彼の姉はその質問に10 Did his sister answer the question?

答えましたか。

、11 Did she go to church last Sunday?) ：彼女は先週の日曜日

教会に行きましたか。

) ：ナンシーは、とて12 Did Nancy have a very beautiful doll?

も美しい人形を持っていましたか。

) ：マイクはその自転車を買い13 Did Mike buy the bicycle?

ましたか。

) ：その試合は８時に始まり14 Did the game begin at eight?

ましたか。

) ：あなたの叔父は昨夜来15 Did your uncle come last night?

ましたか。

【問題２】

) ：彼女はその時、幸せではなかっ1 She wasn't happy then.

た （ 動詞の文は 動詞の後ろに をつけるだけで。 be be not

否定文になる ）。

) ：彼の部屋にはギターが2 There wasn't a guitar in his room.

なかった。



No.2過去形の疑問文・否定文の練習

3 You were busy last week.)

4 There were some girls in the room.)

5 The book was very interesting.)

6 You played baseball yesterday.)

7 She wanted a new violin.)

8 His family lived in Tokyo last year.)

9 Mr. Brown had a nice car.)

10 They went to the lake last summer.)

11 Nancy bought some new records.)

12 He saw the movies last week.)

13 Dick walked to the park with Tom.)

14 My brother washed the car yesterday.)

15 They got up at six yesterday morning.)

No.2過去形の疑問文・否定文の練習

) ：あなたは先週忙しくなかっ3 You weren't busy last week.

た。

) ：部屋には１人の女の4 There weren't any girls in the room.

子もいなかった （ は疑問文・否定文では に変。 some any

わる。特に ～ ～は「１つも(１人も)～でない」not any

と強い否定の意味になることに注意 ）。

) ：その本は余り面白くな5 The book wasn't very interesting.

かった （ を否定文で使うと「余り～でない」の意。 very

味になることに注意すること ）。

) ：あなたは昨日、野球6 You didn't play baseball yesterday.

をしなかった （一般動詞の否定文は「 ( ）。 didn't did not

＋原形の一般動詞」で作ることに注意 ）。

) ：彼女は新しいヴァイオリン7 She didn't want a new violin.

が欲しくなかった。

) ：彼の家族は去年8 His family didn't live in Tokyo last year.

東京に住んでいなかった。

) ：ブラウン氏は良い車を9 Mr. Brown didn't have a nice car.

持っていなかった。

、10 They didn't go to the lake last summer.) ：彼らは去年の夏

その湖へ行かなかった。

) ：ナンシーは一枚も新11 Nancy didn't buy any new records.

しいレコードを買わなかった。

) ：彼は先週、その映画12 He didn't see the movies last week.

を見なかった。

) ：ディックはトム13 Dick didn't walk to the park with Tom.

と一緒に歩いて公園へ行かなかった。

、14 My brother didn't wash the car yesterday.) ：私の兄は昨日

その車を洗わなかった。

) ：彼らは昨日15 They didn't get up at six yesterday morning.

の朝、６時に起きなかった。


