
一般動詞の過去形（規則動詞１）No.1

【１】規則動詞とは何ですか。

【２】規則動詞の過去形の作り方を言いなさい。

【３】次の各文の後に（ ）内の語を加え全文を書き

換え、更にその文を日本語にしなさい。

) （ ）1 My friend plays soccer after school. yesterday

) （ ）2 I clean my room. this morning

) ( )3 She opens the window. then

) （ ）4 Taro answers the question. last night

) （ ）5 His father washes his car. last Sunday

) ( )6 My sister cooks dinner for my mother. two days ago

) ( )7 I use this car. last year
) ( )8 They watch TV. yesterday afternoon

) ( )9 Her brother paints the fence. a week ago

10 This boy finishes his homework. yesterday) （

）morning
【４】一般動詞の過去形の文は、どうやって疑問文や

否定文にしますか。

【５】次の各文を疑問文にして、 と で答え、Yes No
更に疑問文と答えの両方を訳しなさい。

1 He used this pencil yesterday.)

2 You studied English last night.)

3 They cleaned this room last Saturday.)

一般動詞の過去形（規則動詞１）No.1

【１】動詞の現在形に または を後に付ければ過d ed
去形になる動詞のことを規則動詞と言います。

【２】 のように普通は動詞の後に を付けるplayed ed
が、 など で終わっている動詞は だけ付けてlike e d

のようにする。liked
【３】

) 僕の1 My friend play soccer after school .ed yesterday
友達は 、放課後サッカーをした。昨日

) 私は 、私の部2 I clean my room .ed this morning 今朝

屋を掃除した。

) 彼女は 、窓を3 She open the window .ed then その時

開けた。

) 太郎は 、4 Taro answer the question .ed last night 昨夜

その問題に答えた。

先週5 His father wash his car .) 彼の父はed last Sunday
、彼の車を洗った。の日曜日

6 My sister cook dinner for my mother .) ed two days ago
私の姉は 、母の代わりに（ために）夕食を料２日前

理した。

、 。7 I use this car .) 私は この車を使ったd last year 去年

昨日8 They watch TV .) 彼らはed yesterday afternoon
、テレビを見た。の午後

) 彼女の兄9 Her brother paint the fence .ed a week ago
は フェンスにペンキを塗った。一週間前に

10 This boy finish his homework .) ed yesterday morning
この少年は 、彼の宿題を終えた。昨日の朝

Do Does don't doesn't Did didn't【 】 、 、４ や や の代わりに

d edを使います。但し、そのとき、一般動詞に や

は付きません。

【５】

1 Did he use this pencil ? Yes, he did. No, he) yesterday
、 。 、didn't. 彼は この鉛筆を使いましたか はい昨日

使いました。いいえ、使いませんでした。

2 Did you study English ? Yes, I did. No, I) last night
あなたは 、英語を勉強しましたか。はdidn't. 昨夜

い、しました。いいえ、しませんでした （ の。 study
過去形は を に変えて になる ）y ied studied 。

3 Did they clean this room ? Yes, they did.) last Saturday
彼らは 、この部屋をNo, they didn't. 先週の土曜日

掃除しましたか。はい、しました。いいえ、しませ

んでした。



一般動詞の過去形（規則動詞１）No.2

4 Your father washed his car yesterday afternoon.)

5 Nancy cooked breakfast this morning.)

【６】次の各文を否定文にして、更にそれを日本語に

訳しなさい。

1 He answered the question.)

2 My mother cleaned the kitchen yesterday.)

3 Tom opened the door for the old man.)

4 I finished my homework last night.)

5 They played tennis a week ago.)

一般動詞の過去形（規則動詞１）No.2

4 Did your father wash his car ?) yesterday afternoon
あなたのお父さんは、Yes, he did. No, he didn't.

、彼の車を洗いましたか。はい、洗いま昨日の午後

した。いいえ、洗いませんでした。

5 Did Nancy cook breakfast ? Yes, she did.) this morning
ナンシーは 、朝食を料理しましNo, she didn't. 今朝

たか。はい、しました。いいえ、しませんでした。

【６】

) 彼はその質問に答え1 He didn't answer the question.
なかった。

) 私の母2 My mother didn't clean the kitchen .yesterday
は、 、台所を掃除しなかった。昨日

) トムはそ3 Tom didn't open the door for the old man.
の老人のためにドアを開けなかった。

) 私は 、4 I didn't finish my homework .last night 昨夜

私の宿題を終えなかった。

一週間前5 They didn't play tennis .) 彼らはa week ago
にテニスをしなかった。


