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1 次の動詞の過去形を書きなさい。

⑴　enjoy 　　　　　　　　　　　⑵　play 　　　　　　　　

⑶　use 　　　　　　　　　　　⑷　try 　　　　　　　　

⑸　stop 　　　　　　　　　　　⑹　go 　　　　　　　

⑺　have 　　　　　　　　　　　⑻　get 　　　　　　　

⑼　see 　　　　　　　　　　　⑽　read 　　　　　　　

2 次の語の下線部の発音が [d] ならア，[t] ならイ，[ɪd] ならウを書きなさい。

⑴　watched 〔　　　〕 ⑵　called 〔　　　〕

⑶　cleaned 〔　　　〕 ⑷　wanted 〔　　　〕

⑸　stayed 〔　　　〕 ⑹　helped 〔　　　〕

⑺　worked 〔　　　〕 ⑻　needed 〔　　　〕

3 次の文の下線部を（　）内の語句にかえて全文を書きかえるとき，　　に適す

る語句を書きなさい。また，できた英文を日本文になおしなさい。

⑴　I help my mother every day.　（ last Saturday ） 

　　I   .

　　（　 ）

⑵　Bill visits us every month.　（ a month ago ）

　　Bill   .

　　（　 ）

⑶　We have sushi today.　（ yesterday ）

　　We     .

　　（　 ）

⑷　My brother goes to bed at eleven every night.　（ last night ）

　　My brother    .

　　（　 ）

4 次の文を否定文に書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。

⑴　We watched TV last night. 

　　→ We 　　　　　　 not watch TV last night.

⑵　I cooked curry yesterday.

　　→ I 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 curry yesterday.

⑶　I saw your father yesterday.　

　　→ I 　　　　　　　 　　　　　　　 your father yesterday.

⑷　Mary read the letter last night.　

　　→ Mary 　　　　　　　 　　　　　　　 the letter last night.

講座第 ４ 一般動詞の過去形

1　一般動詞の過去形

① 規則動詞：過去形の語尾が

（e）d で終わる動詞

・大部分の語→ ed をつける

・語尾が e → d だけをつける

・語尾が〈子音字＋y〉

　→ｙを i にかえて ed

・語尾が〈短母音＋子音字〉

　→子音字を重ねて ed

② 不規則動詞：過去形が１つ

１つ不規則に変化する動詞

2　edの発音

①下に示したもの以外→ [d]

②  edの前が[p] [k] [tʃ ] [ʃ] [ɵ ] 

[f ] [s] の音→ [t]

③ ed の前が[t] [d]の音→[ɪd]

3　過去の文

① 過去のことを表すとき，動

詞の過去形を使う。

② 過去形は主語の人称・数が

何であっても同じ形を使

う。

③過去を表す語句

・ yesterday 「昨日，昨日の」

・ last ～ 「この前の～，昨～，

先～」

・～ ago 「～前（に）」　など

4　過去の否定文

〈主語＋did not〔didn’t〕＋動

詞の原形～.〉

ポイント
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5 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　Mr. Green worked last Sunday. 

　　  last Sunday?

⑵　The soccer game started an hour ago.

　　  an hour ago? 

⑶　You ate lunch at twelve.　

　　   at twelve?

⑷　Tom had breakfast yesterday morning.　

　　   yesterday morning?

6 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 talk to Tom yesterday, Kumi? 

　　B:　Yes, 　　　　　　 　　　　　　. 

⑵　A:　Did your sister use this bike? 

　　B:　No, 　　　　　　 　　　　　　. 

⑶　A:　Did those students make a cake? 

　　B:　Yes, 　　　　　　 　　　　　　.

7 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　あなたは今朝何時に起きましたか。 

　　　　　　　　  　　　　　　  　　　　　　  you get up this morning?

⑵　７時に起きました。　〔⑴の答え〕

　　I 　　　　　　　 up at seven.　　
⑶　あなたたちは昨日どこでテニスをしましたか。

　　　　　　　　　 　　　　　　　 you 　　　　　　　 tennis yesterday?

⑷　公園でしました。　〔⑶の答え〕

　　We 　　　　　　　 it in the park.　　
⑸　由

ゆ

美
み

は昨日，どのくらいの間勉強しましたか。

　　How long 　　　　　　　 Yumi 　　　　　　　 yesterday?

⑹　２時間勉強しました。　〔⑸の答え〕

　　She 　　　　　　　 for two hours.　　

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

⑴　Where did you go last month? 〔　　　〕　

⑵　Did you go to China last year? 〔　　　〕　

⑶　How did you go to China? 〔　　　〕　

⑷　When did you go to China? 〔　　　〕　

⑸　Did Mr. Ito go to China last week? 〔　　　〕　

　ア　Yes, he did. イ　No, we didn’t.

　ウ　Yes, we do. エ　No, we don’t.

　オ　We went there by plane. カ　We went to China.

　キ　We went there two years ago.

5　過去の疑問文

〈Did＋主語＋動詞の原形～?〉

6　疑問文に対する答え方

Did ～? には did を使って答

える。答えの文の主語は代名

詞で受ける。

7・8　疑問詞を使った過去

の疑問文

①疑問文

　 疑問詞を使った過去の疑問

文は，〈疑問詞＋did＋主語

＋動詞の原形～?〉という語

順で表す。

②答え方

　過去形を使って答える。
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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　Haruko didn’t （ ア  eat　イ  eats　ウ  ate ） lunch yesterday. 〔　　　〕

⑵　Mr. Smith （ ア  lives　イ  lived　ウ  living ） in Japan twenty years ago.  〔　　　〕

⑶　（ ア  Does　イ  Is　ウ  Did ） Bob study French yesterday?  〔　　　〕

⑷　My brother （ ア  come　イ  comes　ウ  came ） home late last night.  〔　　　〕

⑸　Where （ ア  do　イ  did　ウ  are ） you buy these shoes yesterday?  〔　　　〕

2 次の文の　　に，（　）内の語を適する形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　Taro and Jiro 　　　　　　　 to the library yesterday.　（ walk ）

⑵　Did Mika 　　　　　　　 a new bike?　（ want ）

⑶　A car 　　　　　　　 near my house yesterday afternoon.　（ stop ） 

⑷　Chie 　　　　　　　 this English book last month.　（ read ）

⑸　They didn’t 　　　　　　　 Nancy last week.　（ see ） 

3 次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえなさい。

⑴　We need some eggs every day.　〔下線部を yesterday にかえて〕 

　　

⑵　Bob closed the door.　〔疑問文に〕 

　　

⑶　Mai came to school yesterday.　〔否定文に〕 

　　

⑷　Yuka took a bath at nine last night.　〔下線部をたずねる文に〕
　　

4 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　男の子たちは放課後，先生を手伝いました。 

　　The boys 　　　　　　　 their teacher after school.

⑵　私は昨夜，ジュディに電話をしませんでした。 

　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 Judy 　　　　　　　 night. 

⑶　健は昨日，このコンピュータを使いましたか。　　 いいえ，使いませんでした。

　　　　　　　　  Ken 　　　　　　  this computer 　　　　　　 ? 　　 No, he 　　　　　　 .

⑷　あなたはこの前の日曜日に何をしましたか。

　　What 　　　　　　　 you 　　　　　　　 　　　　　　　 Sunday?　
⑸　明

あき

子
こ

は昨夜，８時に寝ました。

　　Akiko 　　　　　　　 to bed at eight 　　　　　　　 　　　　　　　.　
⑹　由美は２日前，図書館へ行きませんでした。

　　Yumi 　　　　　　　 　　　　　　　 to the library two days 　　　　　　　. 

STEP 問 題

□ French　フランス語　　□ close　閉める

語句
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1 次の対話が成り立つように，　　に適する語を書きなさい。文字が与えられているものは，その文字で始ま

る語とします。
⑴　A:　Did you study math yesterday?　　　　

　　B:　Yes, 　　　　　　　 　　　　　　　.  I 　　　　　　　 English, too.

⑵　A:　Did Mr. Sato live in Tokyo? 

　　B:　Yes.  He 　　　　　　　 there two years ago.  Now he 　　　　　　　 in Chiba.

2 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。ただし，１語ずつ不要

な語があります。文の最初にくる語は大文字で書き始めること。

⑴　私は３日前にこの部屋を使いました。　　I （ room / days / used / ago / three / this / use ）.

　　

⑵　ジョンはその質問に答えませんでした。　John （ question / did / the / answer / answered / not ）.

　　

⑶　あなたはこの前の日曜日，どこで彼に会いましたか。 （ you / where / last / see / saw / did / him ） Sunday?

　　

⑷　あなたのお姉さんは昨日，夕食を料理しましたか。

　　（ sister / did / does / dinner / cook / your ） yesterday?　 
　　

3 右の表は，男子中学生の健（Ken）の，昨日の朝から夕食の時間までの行動を示しています。この表について，

次の各問いに３語以上の英文で答えなさい。数も英語のつづりで書くこと。

⑴　What time did Ken get up?　
　　

⑵　Did Ken have breakfast at eight?　
　　

⑶　How long did Ken play tennis?　
　　

⑷　Did Ken come home before six?

　　

4 あなた自身のことについて，次の各問いに主語と動詞のある英文で答えなさい。

⑴　What did you do last night?　　
　　

⑵　What time did you go to bed last night?　　
　　

⑶　What did you have for breakfast this morning?　　
　　

s

l l

6:00 起床

7:00 朝食

8:30～2:30　学校

3:00～5:00　友だちとテニス

5:30 帰宅

7:00 夕食

STEP UP 問 題

□ answer　答える

語句
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