
be動詞の過去形（１）No.1

【 】「 」 （ ） 、「 」 （ ）１ ～です を 形 ～でした を

形と言います。次の 動詞を「～でした」の形にbe
しなさい。

1 is)
2 am)
3 are)
【 】 「 」 、２ 次の各文を ～でした の意味の文に書き換え

元の文と過去形の文の両方を日本語に訳しなさい。

1 The boy is a high school student.)

2 Is he kind to you? Yes, he is.)

3 These books are interesting.)

4 My mother is busy.)

5 Is your father a teacher? No, he isn't.)

6 Those boys are playing soccer.)

7 What are you doing? I'm washing my car.)

8 What is that? It is an old bike.)

9 Are you free in the afternoon? No, I'm not.)

10 Where is he? He is in the library.)

【３】指示に従って各文を書き換えなさい。その書き

換えた文を日本語にしなさい。

) （ を文1 My brother is a college student. ten years ago
末に付けて）

2 My family are in Tokyo now. now last Sunday) （ を

に変えて）
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【１】現在、過去

1 was)

2 was)

3 were)

【２】

) その少年は高校1 The boy was a high school student.
生です。 その少年は高校生でした。/
) 彼はあなたに親2 Was he kind to you? Yes, he was.
切ですか。はい、親切です。 彼はあなたに親切/
でしたか。はい、親切でした。

。3 These books were interesting.) これらの本は面白い

これらの本は面白かった。/
) 私の母は忙しい。 私の母は4 My mother was busy. /
忙しかった。

) あなたの5 Was your father a teacher? No, he wasn't.
お父さんは先生ですか。いいえ、違います。 あ/
なたのお父さんは先生でしたか。いいえ、先生では

ありませんでした。

) あれらの少年達は6 Those boys were playing soccer.
サッカーをしているところです。 あれらの少年/
達はサッカーをしているところでした。

) あな7 What were you doing? I was washing my car.
たは何をしているところですか。私は自分の車を洗

っているところです。 あなたは何をしていると/
ころでしたか。私は自分の車を洗っているところで

した。

) あれは何です8 What was that? It was an old bike.
。 。 。か それは古い自転車です あれは何でしたか/

それは古い自転車でした。

) あな9 Were you free in the afternoon? No, I was not.
たは午後暇ですか。いいえ、そうではありません。

あなたは午後暇でしたか。いいえ、そうではあ/
りませんでした。

) 彼はどこに10 Where was he? He was in the library.
いますか。彼は図書館にいます。 彼はどこにい/
ましたか。彼は図書館にいました。

【３】

) 私の1 My brother was a college student ten years ago.
兄は十年前大学生だった。

) 私の家族は先2 My family were in Tokyo last Sunday.
週の日曜日東京にいた。
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) （ を3 Is your mother free now? Yes, she is. now
に変えて）yesterday afternoon

) （ を に変えて）4 What are you doing now? now then

5 There is a large park near my house. twenty) （文末に

を付けて）years ago
) （過去形の文6 Who is the man? He is Kenji's father.
に）

7 Where is your sister now? She is in Kyoto. now) （

を に変えて）a week ago

) （ を に変えて）8 I am sick now. now yesterday
9 Is your brother a high school teacher now? No, he)

（ を に変えて）isn't. now then

10 There are many people in the pool. last Saturday) （

を文末につけて）
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3 Was your mother free yesterday afternoon? Yes, she)

あなたのお母さんは昨日の午後暇でしたか。was.
はい、暇でした。

) あなたはその時、何を4 What were you doing then?
していましたか。

5 There was a large park near my house twenty years ago.)

年前、私の家の近くに大きな公園があった。20
) その男の6 Who was the man? He was Kenji's father.
人は誰でしたか。彼は健二のお父さんでした。

7 Where was your sister a week ago? She was in Kyoto.)

あなたの姉さんは一週間前にどこにいましたか。彼

女は京都にいました。

) 私は昨日病気でした。8 I was sick yesterday.
9 Was your brother a high school teacher then? No, he)

あなたのお兄さんはその時、高校の先生でwasn't.
したか。いいえ、違いました。

10 There were many people in the pool last Saturday.)

先週の土曜日、プールには沢山の人々がいた。


