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基本文とポイント

1 I played soccer yesterday. （私は昨日，サッカーをしました。）
▶規則動詞の過去形　動詞の原形の語尾に ed または d をつける。

2 I went to the library yesterday. （私は昨日，図書館へ行きました。）
▶不規則動詞の過去形　go → went，make → made など不規則に変化する。

3 I didn’t play soccer yesterday. （私は昨日はサッカーをしませんでした。）
▶一般動詞の過去の否定文　〈did not〔didn’t〕＋動詞の原形〉で表す。

4 Did you study English yesterday? （あなたは昨日，英語を勉強しましたか。
　　　　 Yes, I did. / No, I didn’t.  　　 はい，しました。/ いいえ，しませんでした。）

▶一般動詞の過去の疑問文　〈Did＋主語＋動詞の原形～?〉で表し，did を使って答える。

1 〈規則動詞〉　次の動詞の過去形を書きなさい。

⑴　enjoy 　　　　　　　　　⑵　live 　　　　　　　　　⑶　talk 　　　　　　　

⑷　like 　　　　　　　　　⑸　open 　　　　　　　　　⑹　study 　　　　　　　

⑺　try 　　　　　　　　　⑻　use 　　　　　　　　　⑼　stop 　　　　　　　

2 〈規則動詞〉　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 　　　　　　　 basketball with my friends yesterday.　（ play ）

⑵　We 　　　　　　　 a soccer game on TV last night.　（ watch ）

⑶　Mr. Brown 　　　　　　　 in Canada three years ago.　（ work ）  

⑷　Last summer, I 　　　　　　　 Nara and Kyoto with my family.　（ visit ） 

⑸　Ken 　　　　　　　 English with Kumi yesterday.　（ study ） 

3 〈規則動詞〉　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　I walked to school yesterday.　〔否定文に〕

　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 to school yesterday. 

⑵　She washed the dishes with her mother.　〔否定文に〕

　　She 　　　　　　　 　　　　　　　 the dishes with her mother. 

⑶　They used the Internet last night.　〔疑問文に〕

　　　　　　　　　 they 　　　　　　　 the Internet last night? 

⑷　Mary studied Japanese in the library.　〔疑問文に〕

　　　　　　　　　 Mary 　　　　　　　 Japanese in the library? 

4 〈ed の発音〉　次の下線部の発音が [d] なら A，[t] なら B，[id] なら C を〔　〕に書きなさい。

⑴　stayed 〔　　　〕　　　　⑵　looked 〔　　　〕　　　　⑶　wanted 〔　　　〕

⑷　washed 〔　　　〕　　　　⑸　called 〔　　　〕　　　　⑹　visited 〔　　　〕
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5 〈不規則動詞〉　次の動詞の過去形を書きなさい。

⑴　go 　　　　　　　　　⑵　give 　　　　　　　　　⑶　know 　　　　　　　

⑷　begin 　　　　　　　　　⑸　say 　　　　　　　　　⑹　come 　　　　　　　

⑺　build 　　　　　　　　　⑻　meet 　　　　　　　　　⑼　f ind 　　　　　　　

6 〈不規則動詞〉　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 　　　　　　　 lunch with my friends yesterday.　（ have ）

⑵　We 　　　　　　　 sukiyaki last night.　（ eat ）

⑶　Jane 　　　　　　　 a birthday present to her aunt last Sunday.　（ send ）  

⑷　They 　　　　　　　 Japan f ive days ago.　（ leave ） 

⑸　She 　　　　　　　 in the park yesterday.　（ run ） 

⑹　My brother 　　　　　　　 a letter in English yesterday.　（ write ） 

7 〈不規則動詞〉　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　I got up at six this morning.　〔否定文に〕

　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 up at six this morning. 

⑵　She saw some beautiful birds in the forest.　〔否定文に〕

　　She 　　　　　　　 　　　　　　　 any beautiful birds in the forest.

⑶　Nancy made a cake for Tom’s birthday.　〔疑問文に〕

　　　　　　　　　 Nancy 　　　　　　　 a cake for Tom’s birthday?

⑷　Koji took these pictures in Kyoto.　〔疑問文に〕

　　　　　　　　　 Koji 　　　　　　　 these pictures in Kyoto?

8 〈一般動詞の過去の文〉　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　私たちは３年前，その町に住んでいました。

　　We 　　　　　　　 in that town three years 　　　　　　　.

⑵　私はその男の子の名前を知りませんでした。

　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 the boy’s name.

⑶　あなたは彼女をパーティーに招待しましたか。

　　　　　　　　　 you 　　　　　　　 her to the party?

⑷　健は彼女に何をあげたのですか。

　　What 　　　　　　　 Ken 　　　　　　　 to her?

9 〈疑問文に対する答え方〉　次の問いに対する答えとして適するものを下のア～エから１つずつ選び，記号

で答えなさい。

⑴　Do you like vegetables? 〔　　　〕

⑵　Did she read the letter from Jim? 〔　　　〕

⑶　Does your sister play tennis? 〔　　　〕

⑷　Is Ms. Kato a good English teacher? 〔　　　〕

　ア　Yes, she did.　　　イ　Yes, she is.　　　ウ　No, she doesn’t.　　　エ　No, I don’t.
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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　She （ ア  study　イ  studies　ウ  studied　エ  studying ） math last night. 〔　　　〕

⑵　My uncle （ ア  stay　イ  stays　ウ  stayed　エ  staying ） in Okinawa a week ago. 〔　　　〕

⑶　Did you （ ア  see　イ  sees　ウ  saw　エ  seeing ） him yesterday? 〔　　　〕

⑷　What （ ア  are　イ  do　ウ  does　エ  did ） you do at home last Sunday? 〔　　　〕
⑸　A:　I read an interesting book yesterday.　

　　B:　（ ア  Have　イ  Do　ウ  Are　エ  Did ） you?  What was it about? 〔　　　〕

2 次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえなさい。

⑴　Mary lives in Hiroshima now.　〔下線部を last year にかえて〕
　　

⑵　You did your homework yesterday.　〔疑問文に〕
　　

⑶　She wrote this letter yesterday.　〔下線部をたずねる文に〕
　　

⑷　He took his brother to the park.　〔否定文に〕
　　

3 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 the boy play baseball with you yesterday?

　　B:　Yes, 　　　　　　　 　　　　　　　.

⑵　A:　Did your sister sing that song? 

　　B:　No, 　　　　　　　 　　　　　　　.

⑶　A:　Where did you and Mary go last Sunday?

　　B:　We 　　　　　　　 to a department store.　　

⑷　A:　What did you make with your father?

　　B:　I 　　　　　　　 a desk.

4 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語句を並べかえなさい。

⑴　彼らは昨日，私を夕食に招いてくれました。

　　They （ me / dinner / to / yesterday / invited ）.

　　They   .

⑵　この前の日曜日，彼は図書館へ行きませんでした。

　　Last Sunday （ the library / to / he / go / didn’t ）.

　　Last Sunday   .

⑶　あなたは何時に駅に着きましたか。 

　　（ did / at / time / arrive / what / you ） the station?

　　  the station?

HIGH STEP 問 題
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5 次の日本文を英文になおしなさい。

⑴　私は昨夜，10時に寝ました。

　　

⑵　あなたは昨日，テレビで何を見ましたか。

　　

6 次は，高校生の恵子（Keiko）と彼女の家にホームステイをしているビリー（Billy）との対話です。これを読ん

で，あとの各問いに答えなさい。
Billy:  Hi, Keiko.  Let’s go shopping.

Keiko:  Hi, Billy.  Just a minute, please.  I’m ⓐ（ look ） for my bag.  I always put it on the table in 

my room, but I can’t f ind it there.

Billy:  What is the bag （　①　）?  Is it a large ② one?

Keiko: No, it’s a small white bag.  I usually have some money in it.

Billy:  Oh, I know it.  It’s a pretty bag.  OK, let’s think together.  Did you use it yesterday?

Keiko:  Yes.  I went to a few places with the bag.  In the morning, I went to Naomi’s house.  We did 

our homework together.  After ③ that, we had lunch at a hamburger shop.  In the afternoon, 

we went to the movies.  Then I ⓑ（ come ） home.

Billy:  Did you come home with your bag?

Keiko: I think so.

Billy:  I see.  Did you f ind anything *strange at home?

Keiko:  Anything strange?  Umm ....  Yes, I found a big box on my bed.  I opened it and found a 

*sweater in it.  My sister in America sent it for my birthday.

Billy:  Great!  Where did you put your bag then, Keiko?

Keiko:  Well, I found the box, and ....  Oh, I *remember!  I saw many things on the table, so I put 

my bag under the bed.  Please wait here, Billy.  Oh, I found it!  It’s under the bed.  Thank 

you, Billy.

Billy:  You’re welcome.  Now, we can go out.

　　〔注〕　strange　見慣れない　　sweater　セーター　　remember　思い出す

問１　ⓐ・ⓑの（　）内の語を適する形になおしなさい。 ⓐ　　　　　　　　　　ⓑ　　　　　　　　 

問２　（ ① ）に最も適する語をア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

　　ア　for　　　イ　by　　　ウ　from　　　エ　like 〔　　　〕
問３　下線部②が指すものを本文中の１語で答えなさい。 　　　　　　　

問４　下線部③はどんなことを指していますか。次の（　）に適する日本語を補いなさい。

　　　直美（Naomi）の家で（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）こと。
問５　本文の内容と合うように次の問いに答えるとき，　　に適する語を書きなさい。

　　⑴　What did Keiko get from her sister for her birthday?

　　　　　　 She 　　　　　　　 a 　　　　　　　.

　　⑵　Where did Keiko f ind her bag?

　　　　　　 She found it 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　.
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