
過去形のまとめ（１）No.1

【１】be 動詞の過去形は、どうやって作りますか。

【２】次の各文の後に( )内の語を付け、書き直しな

さい。、更に書き直した文を日本語にしなさい。

1)I am a high school student. (last year)

2)Are you busy? (yesterday) Yes, I am.

3)My uncle is in Tokyo. (five days ago)

4)Are they free? (last Monday) No, they aren't.

【３】一般動詞の過去形は、どうやって作りますか。

【４】次の各文は全て規則動詞の文です。各文の後に

( )内の語を付け、書き直しなさい。更に書き直し

た文を日本語にしなさい。

1)My mother cooks breakfast. (yesterday morning)

2)I watch TV. (this morning)

3)They play soccer after school. (yesterday)

【５】次の各文は全て不規則動詞の文です。各文の後

に( )内の語を付け、書き直しなさい。更に書き直

した文を日本語にしなさい。

1)I go to the park. (last Sunday)

2)My friend comes to my house. (three days ago)

3)Your sister speaks English very well. （そのまま過

去形に）

4)Nancy makes a pretty doll. (yesterday afternoon)

5)We eat dinner with him. (last month)

【６】一般動詞の過去形の文は、どうやって疑問文や

否定文を作りますか。

【７】次の文を疑問文にして訳しなさい。

1)You cleaned your room yesterday. （更に Yesで答え

ること）

過去形のまとめ（１）No.1

【１】is と am は was に、are は were にすれば良い。

【２】

1)I was a high school student last year. 私は去年、高

校生でした。

2)Were you busy yesterday? Yes, I was. あなたは昨

日、忙しかったですか。はい、忙しかったです。

3)My uncle was in Tokyo five days ago. 私の叔父は５

日前、東京にいました。

4)Were they free last Monday? No, they weren't. 彼ら

は先週の月曜日、ひまでしたか。いいえ、ひまでは

ありませんでした。

【３】規則動詞は動詞の後に d または ed を付ければ

よい。不規則動詞は、それぞれ決まった過去形があ

るのでそれを使う。

【４】

1)My mother cooked breakfast yesterday morning. 私の

母は昨日の朝、朝食を料理しました。

2)I watched TV this morning. 私は今朝、テレビを見

ました。

3)They played soccer after school yesterday. 彼らは昨

日、放課後にサッカーをしました。

【５】

1)I went to the park last Sunday. 私は先週の日曜日、

公園に行った。（went：ウェント）

2)My friend came to my house three days ago. 私の友

達が３日前に私の家に来た。（came：ケイム）

3)Your sister spoke English very well. あなたの姉さん

は、とても上手に英語を話した。（spoke：スポウク）

4)Nancy made a pretty doll yesterday afternoon. ナン

シーは昨日の午後、可愛い人形を作った。（made：

メイド）

5)We ate dinner with him last month. わたし達は先

月、彼と一緒に夕食を食べた。（ate：エイト）

【６】疑問文では Do や Does の代わりに Did を、否

定文では don't や doesn't の代わりに didn't を使う。

（但し、動詞は過去形でない元の形に戻すこと。）

【７】

1)Did you clean your room yesterday? Yes, I did. あ

なたは昨日、あなたの部屋を掃除しましたか。はい、

しました。



過去形のまとめ（１）No.2

2)The girl spoke Japanese very well. （更に Noで答え

ること）

3)His father had a good car. （更に Yesで答えること）

4)Taro and Junko played tennis together. （更に Noで

答えること）

【８】次の文を否定文にして訳しなさい。

1)We watched TV last night.

2)Kenji came here yesterday.

3)His father made a model plane.

4)They used this car.

5)My brother ate that cake.
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2)Did the girl speak Japanese very well? No, she didn't.

その少女はとても上手に日本語を話しましたか。い

いえ、話しませんでした。

3)Did his father have a good car? Yes, he did. 彼の父

は良い車を持っていましたか。はい、持っていまし

た。

4)Did Taro and Junko play tennis together? No, they

didn't. 太郎と淳子は一緒にテニスをしましたか。

いいえ、しませんでした。

【８】

1)We didn't watch TV last night. わたし達は昨夜、テ

レビを見なかった。

2)Kenji didn't come here yesterday. 健二は昨日、ここ

に来なかった。

3)His father didn't make a model plane. 彼の父は模型

飛行機を作らなかった。

4)They didn't use this car. 彼らはこの車を使わなかっ

た。

5)My brother didn't eat that cake. 私の兄はあのケーキ

を食べなかった。


