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過去の文の表し方　「～した」と過去のことを表すとき
は，動詞を過去形にする。過去形は，動詞の原形に ed，
dをつけて作るものと，不規則に変化するものがある。
動詞の原形に ed，dをつけて作るものを規則動詞とい
う。一般動詞の過去形は，主語の人称・数によって形が
かわることはない。

▼規則動詞の過去形の作り方

否定文の表し方　「～しませんでした」という否定文は，動詞
の前に did not［didn’t］をおき，〈主語＋did not［didn’t］

＋動詞の原形～.〉で表す。

⑴　疑問文の表し方　「～しましたか」とたずねる文は，
文頭にDidをおき，〈Did＋主語＋動詞の原形～?〉

で表す。
⑵　答え方　Yes, ～ did. / No, ～ did not［didn’t］.
⑶　疑問詞で始まる疑問文　
〈疑問詞＋did＋主語＋動詞の原形～?〉で表す。「だれが～しましたか」は〈Who＋動詞の過去形～?〉で表し，〈主
語＋did.〉で答える。
When  did you help Bob?　（あなたはいつボブを手伝いましたか。）
─ I helped him yesterday .　（私はきのう彼を手伝いました。）
Who  helped Bob?　（だれがボブを手伝いましたか。） ─ I  did.　（私です。）

　　　　基本文と知っている単語を組み合わせて文を作り，言ってみよう。
　　　　I played tennis yesterday. ⇒ I played  　　　　　 yesterday.

　　　　She did not watch TV last night. ⇒ She did not  　　　　　 last night.

I played tennis yesterday.　私はきのうテニスをしました。

一般動詞の過去形（規則動詞）1

［現在の文］　I     play    tennis every day. 
 　　　 　edをつける

［過去の文］ I played  tennis yesterday. 
 　　　　　　　　　　　　　　　　  過去を表す語

 He played  tennis yesterday.
 　　　主語が３人称単数

ふつう edをつける play→ played want→wanted

語尾が e dをつける like→ liked live→ lived

語尾が〈子音字＋y〉 yを iにかえて edをつける cry→ cried study→ studied

語尾が〈短母音＋子音字〉 子音字を重ねて edをつける drop→ dropped stop→ stopped  

She did not［didn’t］ watch TV last night.　彼女は昨夜テレビを見ませんでした。

一般動詞の過去（規則動詞）の否定文2

［肯定文］　She watched TV last night. 
　did not［didn’t］をおく　　　  　　　動詞は原形にする

［否定文］　She didn’t    watch   TV last night. 

Did Ken study English yesterday? 健はきのう英語を勉強しましたか。

─ Yes, he did. / No, he did not［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（規則動詞）の疑問文3

［肯定文］  　 Ken studied English yesterday.
 文頭に Didをおく　　　　　   　　  動詞は原形にする

［疑問文］ Did  Ken  study  English yesterday?

［答えの文］ Yes, he did. / No, he did not［didn’t］.

参考となる語群
the piano，study English

「～した」と過去のことを表す文を学習します。また，「～しませんでした」と否定する文，「～しましたか」とたずねる
文を学習します。

一般動詞の過去形⑴1
この課で
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過去を表す語句
yesterday（きのう）

yesterday morning

（きのうの朝）
yesterday afternoon

（きのうの午後）
yesterday evening

（きのうの夕方〔晩〕）
then，at that time

（そのとき）
last night（昨夜）
last week（先週）
last month（先月）
last year（去年，昨年）
last summer（この前の夏）
last Sunday

（この前の日曜日）
two days ago（２日前に）
ten years ago（10 年前に）

　　　 過去形の語尾 ed，dの
発音

ªdº ªtº ªidºの３通りの発音が
ある。
①語尾が有声音→ªdºと発音
　playedªpl'idº

　livedªl]vdº

②語尾が無声音→ªtºと発音
　likedªl[iktº

　helpedªh'lptº

③語尾が ªtº，ªdº→ªidºと発音
　visitedªv]zctidº

　neededªn];didº

有声音…発音するとき声帯が
振動して「声」の出る音。
無声音…発音するとき声帯が
振動しないで「息」として
出る音。

1
語句

関連
1

〈一般動詞の過去形（規則動詞）〉　次の英文を過去の文に書きかえるとき，　　　
に適する語を書きなさい。

□⑴　I play the piano.

 I 　 the piano yesterday.

□⑵　The bus stops in front of my house.

 The bus 　 in front of my house last Sunday.

□⑶　Keiko lives in Saitama.

 Keiko 　 in Saitama two years ago.

□⑷　They study science.

 They 　 science last year.

□⑸　He cleans his room.

 He 　 his room last Sunday.

〈一般動詞の過去（規則動詞）の否定文〉　次の英文を否定文に書きかえなさい。
また，できた英文の意味を完成させなさい。

□⑴　Tom helped his mother yesterday.

  

 トムはきのう（ ）。
□⑵　I called Lucy last night.

  

 私は昨夜（ ）。
□⑶　We used this car last Sunday.

  

 私たちはこの前の日曜日（ ）。
□⑷　The bus stopped near the park.

  

 そのバスは（ ）。

〈一般動詞の過去（規則動詞）の疑問文〉　次の英文を疑問文に書きかえ，さらに
答えの文を完成させなさい。

□⑴　You enjoyed the movie.

  

 ─ Yes, 　　　.

□⑵　Aya visited Kobe last month.

  

 ─No, 　　　.

□⑶　They walked to school yesterday.

  

 ─ Yes, 　　　.

□⑷　He opened the window.

  

 ─No, 　　　.

1

2

3

1.  一般動詞の過去形⑴
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次の日本文にあう英文になるように，　　　に適する語を書きなさい。

□⑴　私たちはきのうテニスをしました。
 We 　 tennis 　.

□⑵　ボブは昨夜音楽を聞きませんでした。
 Bob 　 listen to music 　 night.

□⑶　私の姉は２カ月前に広島を訪れました。
 My sister 　 Hiroshima two months 　.

□⑷　あなたは部屋をそうじしましたか。
 　 you 　 your room?

次の英文を（　　）内の語（句）を使って過去の文に書きかえなさい。

□⑴　My father works very hard.　（yesterday）
  

□⑵　The bus stops in front of the library.　（last Saturday）
  

□⑶　Mike doesn’t want breakfast.　（this morning）
  

□⑷　Do you talk with Ms. Green?　（last week）
  

□⑸　Does she use this bike?　（a week ago）
  

次の英文の　　　に適する語を書いて，対話文を完成させなさい。

□⑴
　　A:　 you cook dinner yesterday, Emi?

 　B: Yes, 　　　.

□⑵
　　A:　 Mary study Japanese last year?

 　B: No, 　　　.

□⑶
　　A:　 they answer the question then?

 　B: No, 　　　.

□⑷
　　A:　 you and Kumi watch the movie last night?

 　B: Yes, 　　　.

次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語（句）を並べかえ，全文を書きなさい。

□⑴　トムは昨夜テレビを見ました。　　　　　　（watched / last / Tom / TV） night.

  

□⑵　彼らはそれらの箱を運びませんでした。　　（carry / those / they / boxes / didn’t）.
  

□⑶　彼女はサッカーの試合を楽しみましたか。　（enjoy / she / did / the soccer game）?
  

□⑷　あなたは２年前どこに住んでいましたか。　（you / two years / live / did / where） ago?

  

□⑸　だれがそのときドアを開けましたか。　　　（that / the door / who / at / opened） time?

  

1

2

3
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演 習 問 題 A

ng）

（last w

ike?

文の　

es, 

last y

wer the

 you

SSa
m

SSSSa
mp
leeplemp
l

am
pago）

する語を書いて，対話文を完成させなさする語を書いて，対話文を完成さ

 you cook dinner yesterday, E you cook dinner ye

Mary study JapMary stu



17

次の英文を（　　）内の指示に従って書きかえなさい。

□⑴　We learn the history of America this year.　（下線部を last yearにかえて）
  

□⑵　She didn’t study English last night.　（肯定文に）
  

□⑶　Bill washed the car last Sunday.　（疑問文に）
  

□⑷　They visited New York last summer.　（下線部をたずねる疑問文に）
  

次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語（句）を並べかえ，全文を書きなさい。

□⑴　私の父は３日前ロンドンに着きました。　　My father （three days / in / ago / arrived / London）.
  

□⑵　彼女はその絵を見ませんでした。　　　　　（the picture / she / look / didn’t / at）.
  

□⑶　あなたはきのうこのペンを使いましたか。　（use / yesterday / did / this pen / you）?
  

□⑷　昨夜は雨が強く降りました。　　　　　　　（last / it / hard / rained） night.

  

次の日本文を英文にしなさい。

□⑴　私は昨年大阪に住んでいました。　　　　　　 

□⑵　私はきのうテレビを見ませんでした。　　　　 

□⑶　あなたはきのうどのくらい勉強しましたか。　 

次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。

　⑴　文中①，②，④，⑤，⑥の（　　）内の語を，適する形になおしなさい。
　□①　　　　□②　　　　□④　　　　□⑤　　
　□⑥　　
□⑵　下線部③が「来なかった」という意味になるように，（　　）に適する語を書きなさい。
　　　　  　
□⑶　本文の内容について，次の問いに英語で答えなさい。
　　　How long did Ken wait for the bus?

　　　 

1

2

3

4

　Last Sunday, Ken went to his grandparents’ house.  They live in a big house with two little dogs.  

Ken likes dogs very much, so he was very excited.  He usually ①（go） there by train but he ②（decide） 
to take a bus that day.  But the bus ③（　　　） （　　　） soon and he waited for the bus for about 30 

minutes.  He ④（arrive） at their house at 1 o’clock.  He was very tired and hungry.  His grandmother  

⑤（cook） curry and rice for him.  It was delicious.  He ⑥（enjoy） talking with them and playing with 

the dogs.  （92 words）

5

1.  一般動詞の過去形⑴
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