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■要点のまとめ■   

♳　I played soccer yesterday.　　　（私は昨日サッカーをしました。）
▶ 動詞の過去形には，ed の形で終わる規則動詞と，不規則に変化する不規則動詞がある。

　①　一般動詞の過去形は，主語が何であっても同じ形。

　②　規則動詞の（e）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： live → lived

　　・〈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 → stopped

　③　規則動詞の（e）d の発音

　　[t]（語尾が [t] 以外の無声音の場合）と [id]（語尾が [t]，[d] の音の場合）と [d]（その他の音の場合）の３通り。

　④　不規則動詞：go → went, have → had, eat → ate など

2　I didn’t play soccer yesterday.　　　（私は昨日サッカーをしませんでした。）
▶一般動詞の否定文： 〈主語＋did not〔didn’t〕＋動詞の原形～.〉

3　Did you play soccer yesterday?　　　（あなたは昨日サッカーをしましたか。）
▶一般動詞の疑問文： 〈Did＋主語＋動詞の原形～?〉

　◎答え方：  Yes, ～ did. / No, ～ did not〔didn’t〕.

1 〈規則動詞の過去形〉　次の動詞の過去形を書きなさい。

⑴　like 　　　　　　　　　　⑵　play 　　　　　　　　　　⑶　listen 　　　　　　　

⑷　stay 　　　　　　　　　　⑸　love 　　　　　　　　　　⑹　study 　　　　　　　

⑺　enjoy 　　　　　　　　　　⑻　walk 　　　　　　　　　　⑼　stop 　　　　　　　

2 〈過去形の（e）d の発音〉　次の語の下線部の発音が [d] ならばア，[t] ならばイ，[id] ならばウを書きなさい。

⑴　opened 〔　　　〕　　　　⑵　needed 〔　　　〕　　　　⑶　lived 〔　　　〕

⑷　watched 〔　　　〕　　　　⑸　called 〔　　　〕　　　　⑹　looked 〔　　　〕

⑺　practiced 〔　　　〕　　　　⑻　wanted 〔　　　〕　　　　⑼　helped 〔　　　〕

3 〈不規則動詞の過去形〉　次の動詞の過去形を書きなさい。

⑴　go 　　　　　　　　　　⑵　come 　　　　　　　　　　⑶　have 　　　　　　　

⑷　see 　　　　　　　　　　⑸　say 　　　　　　　　　　⑹　meet 　　　　　　　

⑺　f ind 　　　　　　　　　　⑻　take 　　　　　　　　　　⑼　give 　　　　　　　

⑽　buy 　　　　　　　　　　⑾　make 　　　　　　　　　　⑿　write 　　　　　　　
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4 〈一般動詞の過去の文〉　次の文の下線部を（　）内の語句にかえるとき，　　に適する語を書きなさい。

⑴　Junko studies English every day.　（ yesterday ）

　　Junko 　　　　　　　 English yesterday.

⑵　We see the boy in the park every morning.　（ yesterday ）

　　We 　　　　　　　 the boy in the park yesterday morning.

⑶　My brother goes to Hokkaido every month.　（ a month ago ）

　　My brother 　　　　　　　 to Hokkaido a month ago.

5 〈否定文〉　次の文を否定文に書きかえるとき，　　に適する語句を書きなさい。

⑴　I visited my uncle last Sunday.

　　I 　  last Sunday.

⑵　Yuki helped her father yesterday.

　　Yuki 　  yesterday.

⑶　Jiro got up at seven this morning.

　　Jiro 　  this morning.

⑷　Jane said goodbye to me at that time.

　　Jane 　  at that time.

6 〈疑問文〉　次の文を疑問文に書きかえるとき，　　に適する語句を書きなさい。

⑴　Yuji played baseball last Saturday.

　　　  last Saturday?

⑵　Ken studied French last year.

　　　  last year?

⑶　Yuri had breakfast at 7:30 this morning.

　　　  this morning?

⑷　They saw the cat yesterday.

　　　  yesterday?

7 〈疑問文に対する答え方〉　次の⑴の問いには① Yes，② No を使って，⑵～⑷の問いには（　）内の語句を

使って主語と動詞のある文で答えなさい。

⑴　Did Mr. Tanaka stay in London last month?

　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　　

⑵　When did Mr. Green come to Japan?　（ last year ）
　　　

⑶　What did Ms. Brown have in her hand?　（ some pens ）
　　　

⑷　Where did they f ind Mika’s bike?　（ in the park ）
　　　

□ month　〔暦
こよみ

の〕月

語句
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1 次の文の（　）内から適するものを選び，記号で答えなさい。

⑴　Bob didn’t （ ア  listen　イ  listens　ウ  listened ） to music yesterday. 〔　　　〕

⑵　（ ア  Do　イ  Does　ウ  Did ） you work last Saturday? 〔　　　〕

⑶　Mike （ ア  read　イ  reads　ウ  reading ） the book last night.　　  〔　　　〕

⑷　Emi （ ア  don’t　イ  doesn’t　ウ  didn’t ） have breakfast yesterday. 〔　　　〕

⑸　Ken （ ア  have　イ  has　ウ  had ） a good time last Sunday. 〔　　　〕

⑹　Where （ ア  do　イ  did　ウ  does ） you stay last night? 〔　　　〕

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:　　　　　　　　 　　　　　　　 you go last Wednesday?　　

　　B:　I went to the library.

⑵　A:　　　　　　　　 it snow in Toyama yesterday?

　　B:　Yes.  It 　　　　　　　 a lot.

⑶　A:　How 　　　　　　　 Tom go to school yesterday?

　　B:　He walked 　　　　　　　 school yesterday.

⑷　A:　Did you take any pictures in New York?

　　B:　Yes, I 　　　　　　　.  I 　　　　　　　 a lot of pictures there.

3 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　私は昨夜２時間勉強しました。

　　I 　　　　　　　 for two hours 　　　　　　　 night.

⑵　あなたは昨日彼女に電話をしましたか。

　　　　　　　　　 you 　　　　　　　 her yesterday?

⑶　ジョンは昨日学校へ来ませんでした。

　　John 　　　　　　　 　　　　　　　 to school yesterday.

⑷　田
た

中
なか

先生は私に本をくれました。

　　Mr. Tanaka 　　　　　　　 a book 　　　　　　　 me.

⑸　彼らはいつ店を開きましたか。

　　　　　　　　　 　　　　　　　 they 　　　　　　　 their store?

4 次の英文を日本文になおしなさい。

⑴　Who played the piano there?　　　
　　（　　 ）

⑵　What time did you go to bed last night?

　　（　　 ）

□ have a good time　楽しく過ごす　　□ snow　雪が降る　　□ store　店

語句
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1 次の文の　　に，（　）内の語を適する形になおして書きなさい。

⑴　I 　　　　　　　 the letter in my room an hour ago. （ f ind ） 

⑵　We 　　　　　　　 the white dog about thirty minutes ago. （ see ） 

⑶　The bus 　　　　　　　 there yesterday. （ stop ）

⑷　Yesterday Sachiko 　　　　　　　 to Tom, “ Happy birthday! ” （ say ） 

2 次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえなさい。

⑴　Yumi runs in the park every morning.　〔下線部を yesterday morning にかえて〕
　　　

⑵　Taro practiced the piano.　〔否定文に〕
　　　

⑶　Jiro read the English book.　〔疑問文に〕
　　　

3 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を並べかえて，全文を書きなさい。

⑴　あなたは昨日おばさんと話しましたか。　（ your / talk / aunt / did / with / you ） yesterday?

　　　

⑵　京
きょう

子
こ

は牛乳があまり好きではありませんでした。　Kyoko （ milk / much / didn’t / like / very ）.

　　　

4 次の日本文を英文になおしなさい。

⑴　健（Ken）は昨日卵を１つ食べました。 　
⑵　あなたは昨夜何をしましたか。 　

⑶　テレビを見ました。　〔⑵の答え〕 　

5 次は，徹
とおる

（Toru）が書いた英文です。これを読んで，あとの各問いに答えなさい。

　Last Sunday, I ①（go） to an *amusement park with my father, mother and sister.  We ②（get） 

there at ten in the morning.  I like *roller coasters very much, but my mother and sister don’t.  My 

father and I *rode the one there and enjoyed it a lot.  ③My mother and sister didn’t ride it and 

were watching us.  We enjoyed many other things, too, and had a good time.

　　〔注〕　amusement park　遊園地　　roller coaster　ジェットコースター　　rode　ride の過去形

⑴　①・②の（　）内の語を適する形になおしなさい。

　①　　　　　　　　　　②　　　　　　　　

⑵　下線部③の理由を日本語で答えるとき，（　）の部分を補いなさい。

　　徹のお母さんと妹は（　 ）から。

⑶　本文の内容と合うものには○，合わないものには×を書きなさい。

　ⓐ　Toru’s parents didn’t ride the roller coaster. 〔　　　〕

　ⓑ　Toru and his family had a good time at the amusement park last Sunday. 〔　　　〕
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