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1　規則動詞と不規則動詞   

▶⒜　I played tennis yesterday. （私は昨日テニスをしました。）

　⒝　I went to Australia last month. （私は先月オーストラリアに行きました。）

 

①　規則動詞の過去形： 動詞の語尾に ed か d をつける。

　　〈現在の文〉　I    play   tennis every day.

　　〈過去の文〉　I    played   tennis yesterday.

  動詞の語尾に ed  過去を表す語

②　不規則動詞の過去形： １語１語形がちがう。

　　come（来る）→ came go（行く）→ went make（作る）→ made

　　do（する）→ did get（得る）→ got see（見る）→ saw

　　write（書く）→ wrote read（読む）→ read [red] 

　　buy（買う）→ bought have（持っている，食べる）→ had　など

2　一般動詞・過去の否定文   

▶ Ken did not〔didn’t〕 go to the park.　　　（健は公園へ行きませんでした。）

 

規則動詞・不規則動詞に関係なく，〈主語＋did not〔didn’t〕＋動詞の原形～.〉。

　　　

  ＝ didn’t  動詞は原形

3　一般動詞・過去の疑問文   

▶ Did you use the computer? （あなたはそのコンピュータを使いましたか。）

　 　　 Yes, I did. （はい，使いました。）

　 　　 No, I did not〔didn’t〕. （いいえ，使いませんでした。）

 

①　規則動詞・不規則動詞に関係なく，〈Did＋主語＋動詞の原形～?〉。

　　　

②　疑問詞で始まる疑問文では，疑問詞のあとに疑問文の形を続ける。

　　Where did you go yesterday? （あなたは昨日どこへ行きましたか。）

　　　　 I went to the library. （私は図書館へ行きました。）

要点のまとめ

主語 
＋

did
＋

not
＋

動詞の原形 ～ .

Ken did not go to the park .

Did
＋

主語 
＋

動詞の原形 ～ ?

Did you use the computer ?

講座第 ５ 一般動詞の過去形

《ed，d のつけ方》
・原形にそのまま ed：

　help → helped

・ eで終わる語は dだけ：

　like → liked

・ 〈子音字＋y〉で終わる語は

　yを iにかえて ed：

　study → studied

・ 〈短母音＋子音字〉で終わる語

は子音字を重ねて ed：

　stop（止まる） → stopped

《過去を表す語句》
　yesterday 「昨日」

　last ～ 「この前の～，昨～」

　～ ago 「～前に」
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1 A　次の動詞の過去形を書きなさい。

⑴　clean 　　　　　　　 ⑵　use 　　　　　　　 ⑶　see 　　　　　　　

⑷　make 　　　　　　　 ⑸　study 　　　　　　　 ⑹　write 　　　　　　　

⑺　stop 　　　　　　　 ⑻　have 　　　　　　　 ⑼　buy 　　　　　　　

1 B　次の文を，下線部を（　）内の語にかえて書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。

⑴　Ken studies math for an hour every Sunday.　（ last ）

　　→ Ken 　　　　　　　 math for an hour last Sunday.

⑵　I go to school at eight every day.　（ yesterday ）

　　→ I 　　　　　　　 to school at eight yesterday.

2　次の文を，下線部を（　）内の語句にかえて書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。

⑴　I don’t get up at six on Sundays.　（ yesterday morning ）

　　→ I 　　　　　　　 　　　　　　　 up at six yesterday morning.

⑵　Mika doesn’t live in Kamakura now.　（ two years ago ）

　　→ Mika 　　　　　　　 　　　　　　　 in Kamakura two years ago.

3 A　次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。

⑴　She opened the windows this morning.　〔疑問文に〕

　　→ 　　　　　　　 she 　　　　　　　 the windows this morning?

⑵　Jiro helped his mother last week.　〔疑問文に〕

　　→ 　　　　　　　 Jiro 　　　　　　　 his mother last week?

⑶　Tom played tennis last Saturday.　〔下線部をたずねる文に〕

　　→ 　　　　　　　 　　　　　　　 Tom 　　　　　　　 tennis?

⑷　I saw Tom’s sister in the park.　〔 I を you にかえて下線部をたずねる文に〕

　　→ 　　　　　　　 　　　　　　　 you 　　　　　　　 Tom’s sister?

3 B　（　）内の語句を使って，次の問いに英文で答えなさい。⑶・⑷は与えられた語に続けて書くこと。

⑴　Did you visit Kyoto last month?　（ Yes ）

　　　　 　

⑵　Did Kumi watch TV last night?　（ No ）

　　　　 　

⑶　What did you have for breakfast?　（ some bread ）

　　　　 I 　  .

⑷　What time did he go to bed last night?　（ at ten ）

　　　　 He 　  .

□ bread　パン

語句

確 認 問 題
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1 次の文の　　に，（　）内の語を適する形（１語）になおして書きなさい。なおす必要のないものはそのまま書

くこと。

⑴　My brother 　　　　　　　 a table last week. 　（ make ）

⑵　Kumi 　　　　　　　 to school yesterday.　（ walk ）

⑶　I 　　　　　　　 the English book last night. 　（ read ）

⑷　　　　　　　　 Jun work last Sunday? 　（ Do ）

⑸　Ken 　　　　　　　 a letter last night. 　（ write ）

⑹　She 　　　　　　　 call me three days ago. 　（ don’t ）

2 次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。

⑴　絵
え

美
み

は12時半に昼食を食べました。

　　Emi 　　　　　　　 　　　　　　　 at twelve thirty.

⑵　ジムは２年前に日本へ来ました。

　　Jim 　　　　　　　 to Japan two years 　　　　　　　.

⑶　あなたは昨年ここに住んでいたのですか。

　　　　　　　　　 you 　　　　　　　 here 　　　　　　　 year?

⑷　私たちは先週，図書館に行きませんでした。

　　We 　　　　　　　 　　　　　　　 to the library last week.

⑸　あなたは昨夜何をしましたか。

　　What 　　　　　　　 you 　　　　　　　 last night?

3 次の問いに対する答えとして適するものをア～カから選び，記号で答えなさい。

⑴　Did your sister clean this room? 〔　　　〕

⑵　Did Tom help his father yesterday? 〔　　　〕

⑶　When did you make this cake? 〔　　　〕

⑷　What did you make this morning? 〔　　　〕

⑸　Where did you make this cake? 〔　　　〕

　ア　I made this cake. イ　Yes, I did.

　ウ　No, he didn’t. エ　I made it this morning.

　オ　I made it in the kitchen. カ　Yes, she did.

4 次の英文を日本文になおしなさい。

⑴　I liked this song last year.

　　（　　 ）

⑵　Where did you see my father?

　　（　　 ）

⑶　He didn’t come here yesterday.

　　（　　 ）

練 習 問 題
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1 次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえなさい。

⑴　My father washes his car every Sunday.　〔下線部を last にかえて〕
　　　

⑵　Ken takes some pictures in the park.　〔文末に yesterday を加えて〕
　　　

⑶　They learned about China.　〔疑問文に〕
　　　

⑷　My mother came home early yesterday.　〔否定文に〕
　　　

2 次の対話が成り立つように，　　に適する語を書きなさい。
⑴　A:　Did you see Tom yesterday?

　　B:　Yes, I 　　　　　　　.  I 　　　　　　　 him in the library.

⑵　A:　Did you go there with Ken?

　　B:　No, I 　　　　　　　.  I 　　　　　　　 there with Tadashi.

⑶　A:　How 　　　　　　　 letters did you write today?

　　B:　I 　　　　　　　 three letters.

⑷　A:　What 　　　　　　　 did you get up this morning?

　　B:　I 　　　　　　　 up at six thirty.

3 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を並べかえなさい。

⑴　私は昨日２時間数学を勉強しました。　（ for / studied / hours / I / two / math ） yesterday.

　　　  yesterday.

⑵　私は彼女の名前を知りませんでした。　（ name / know / I / her / didn’t / . ）
　　　

⑶　あなたは先週おじさんを訪ねたのですか。　（ your / you / visit / did / last / uncle ） week?

　　　  week?

⑷　彼は本を何冊買いましたか。　（ books / buy / many / did / how / he / ? ）
　　　

4 次の日本文を英文になおしなさい。

⑴　私たちは昨日野球をしませんでした。

　　　

⑵　あなたは昨夜何を食べましたか。

　　　

□ take a picture　写真をとる　　□ China　中国　　□ early　早く

語句

STEP 問 題


