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I lived in Tokyo two years ago.　私は２年前，東京に住んでいました。

過去の文の表し方　一般動詞の文を過去の文にするときは，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とがある。動詞の原形に ed，dをつけて作るものを規則動詞という。

［現在の文］　He plays tennis every day.　（彼は毎日テニスをします。）
 原形の語尾に edをつける

［過去の文］　He played  tennis yesterday.　（彼はきのうテニスをしました。）
 〈原形＋ed〉 過去を表す語

　　  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

原形の語尾 （e）dのつけ方 例
ふつう 原形＋ed play→ played，look→ looked

e 原形＋d live→ lived，use→ used

子音字＋y yを iにかえて ed study→ studied，try→ tried

短母音＋子音字 子音字を重ねて ed stop→ stopped，drop→ dropped

▼（e）dの発音 語句 過去を表す語句
 　　　yesterday morning 「きのうの朝」

 　　　at that time，then 「そのとき」

 　　　last Sunday 「この前の日曜日」

 　　　five days ago 「５日前に」

一般動詞（規則動詞）の過去形1

①　ªdº以外の有声音（音の出る音）のあと→ ªdº played，called

②　ªtº以外の無声音（息だけの音）のあと  → ªtº washed，liked

③　ªtºªdºのあと 　　　　 → ªidº visited，needed

He did not play tennis yesterday.　彼はきのうテニスをしませんでした。 
Did Mary watch TV last night?　メアリーは昨夜，テレビを見ましたか。 
― Yes, she did. ――はい，見ました。 
―No, she did not. ――いいえ，見ませんでした。

⑴　 否定文の表し方　「～しませんでした」という過去の否定
文は，動詞の前に did not［didn’t］をおき，〈did not［didn’t］ 

＋動詞の原形〉の形で表す。

⑵ 　疑問文の表し方　「～しましたか」とたずねる疑問文は，〈Did＋主語＋動詞の原形～?〉の形で表す。
答え方は Yes, ～ did. / No, ～ did not［didn’t］.とする。
Did you visit Tom yesterday?

（あなたはきのうトムを訪ねましたか。）

― Yes, I did.　（はい，訪ねました。）

一般動詞（規則動詞）の過去形の否定文・疑問文2

［肯定文］　He played tennis yesterday.
 原形にもどす

［否定文］　He didn’t  play  tennis yesterday.

［肯定文］　 Mary watched TV last night.
 原形にもどす

［疑問文］　Did  Mary watch TV last night?

一般動詞の過去形1
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1.  一般動詞の過去形

He went to bed at ten last night. 彼は昨夜 10時に寝ました。 

I read the book a few days ago. 私は２，３日前にその本を読みました。

不規則動詞とは　一般動詞の中には，（e）dをつけて過去形にする規則動詞のほかに，不規則に変化する不規則
動詞がある。不規則動詞の過去形は，つづりが原形と大きくかわるもの，母音がかわるもの，形がかわらないも
のがある。

①　形が大きくかわるもの

break→ broke buy→ bought do→ did eat→ ate

go→went have→ had hear→ heard leave→ left

lose→ lost make→made take→ took say→ said

speak→ spoke take→ took teach→ taught wear→wore

②　母音がかわるもの
begin → began come → came drink → drank get → got

run → ran sing → sang sit → sat write → wrote
③　形がかわらないもの cut → cut put → put read → read shut → shut

　　 過去形の readは ªredºと発音する。

一般動詞（不規則動詞）の過去形3

I did not have breakfast this morning. 私はけさ朝食を食べませんでした。 
Did he write a letter? 彼は手紙を書きましたか。 
―― Yes, he did. / No, he did not. ――はい，書きました。/ いいえ，書きませんでした。

⑴ 　否定文の表し方　規則動詞と同じように，否定文は〈主語＋did not［didn’t］＋動詞の原形～.〉の形で表す。
⑵ 　 疑問文の表し方　疑問文は，主語にかかわらず文頭に Didをおき，〈Did＋主語＋動詞の原形 ～?〉の形で表す。
答えるときも did［didn’t］を用いる。
［肯定文］  Ken came here yesterday. （健はきのうここへ来ました。）

［否定文］  Ken   come here yesterday. （健はきのうここへ来ませんでした。）
［疑問文］　  Ken come here yesterday? （健はきのうここへ来ましたか。）
 ―― Yes, he did. / No, he did not［didn’t］. （はい，来ました。/ いいえ，来ませんでした。）

一般動詞（不規則動詞）の過去形の否定文・疑問文4

did not

Did

What time did you get up? あなたは何時に起きましたか。 
―― I got up at six.　 ――私は６時に起きました。 
Who made this doll?　 だれがこの人形を作りましたか。 
――Mary did.　 ――メアリーが作りました。

⑴　〈疑問詞＋did＋主語＋動詞の原形～?〉の文
  did you go to Kyoto?　（あなたはいつ京都へ行きましたか。）
―― I went there last month.　（私は先月そこへ行きました。）

⑵　〈疑問詞（＝主語）＋動詞の過去形～?〉の文
  broke the window?　（だれが窓を割ったのですか。）

――My brother did.　（私の兄〔弟〕が割りました。）　　 〈主語＋did.〉で答える。

疑問詞で始まる一般動詞の過去形の疑問文5
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1  〈規則動詞の過去形の文〉　次の英文の　　　に，（　　）内の語を適する形になおして書きなさい。
□⑴　I 　 to music yesterday.　（listen）
□⑵　It 　 a lot here last winter.　（snow）
□⑶　Mari 　 in Tokyo three years ago.　（live）
□⑷　My brother 　 English last night.　（study）
□⑸　Ted 　 a pencil then.　（want）
□⑹　John 　 his uncle’s house last Saturday.　（visit）
□⑺　We 　 to school at that time.　（walk）

2  〈不規則動詞の過去形の文〉　次の英文の　　　に，（　　）内の語を適する形になおして書きなさい。
□⑴　Takeru 　 a letter to his friend last Sunday.　（write）
□⑵　Tom and Makoto 　 up at six yesterday.　（get）
□⑶　We 　 a good time at the party at that time.　（have）
□⑷　Natsumi 　 shopping yesterday.　（go）
□⑸　He 　 three books last week.　（read）
□⑹　I 　 home at five three days ago.　（come）
□⑺　My mother 　 curry and rice last night.　（make）

3  〈過去形の疑問文と答え方〉　次の英文を疑問文に書きかえ，（　　）内の語を用いて答えなさい。
□⑴　I called her yesterday.　（Yes）
  

□⑵　Aya took this picture last winter.　（No）
  

□⑶　Tom and Jim washed this car last Sunday.　（No）
  

□⑷　My sister met her friend at the station.　（Yes）
  

□⑸　My uncle built this house ten years ago.　（No）
  

4  〈過去形の否定文〉　次の英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　Billy lost his watch two weeks ago.

 Billy 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 his watch two weeks ago.

□⑵　Jane helped her mother in the morning.

 Jane 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 her mother in the morning.

□⑶　I slept for eight hours last night.

 I 　　　　　　　　　　　　　　　　　 for eight hours last night.

□⑷　Mary watched TV last night.

 Mary 　　　　　　　　　　　　　　　　　 TV last night.

□⑸　Emma did her homework after dinner.

 Emma 　　　　　　　　　　　　　　　　　 her homework after dinner.

1.  一般動詞の過去形
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1 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　彼らは５年前，京都に住んでいました。
 They 　 in Kyoto five years 　.

□⑵　私の父はこの前の日曜日に私を動物園へ連れて行ってくれませんでした。
 My father 　　　 me to the zoo 　 Sunday.

□⑶　きのうは雨がたくさん降りました。
 It 　 a lot 　.

□⑷　あなたたちはラジオを聞きましたか。
 　 you 　 to the radio?

□⑸　トムは昨夜，私に電話をかけました。
 Tom 　 me 　 night.

□⑹　私たちは昨年，富士山に登りました
 We 　 Mt. Fuji 　 year.

2 次の英文はそれぞれ誤りを含んでいます。誤りを指摘し，訂正しなさい。
□⑴　Yumi stay in Osaka last month. 　 → 　
□⑵　Where does he live three years ago? 　 → 　
□⑶　The baby cries last night. 　 → 　
□⑷　John didn’t hears the sound then. 　 → 　

３ 次の英文を（　　）内の指示に従って書きかえなさい。
□⑴　My sister practices the piano every night.　（下線部を yesterdayにかえて）
　　　  

□⑵　John needed much money at that time.　（疑問文に）
　　　  

□⑶　I played baseball with my friends last Sunday.　（下線部をMikeにかえて）
　　　  

□⑷　I swam in the river yesterday.　（下線部が答えの中心となる疑問文に）
　　　  

□⑸　She put the box on the table one hour ago.　（下線部が答えの中心となる疑問文に）
　　　  

4 次の日本文を英文にしなさい。
□⑴　私はきのう何冊かのノートを買いました。
　　　  

□⑵　彼はこの前の土曜日にバスケットボールの練習をしました。
　　　  

□⑶　あなたは昨年しばしば名古屋を訪れましたか。
　　　  

□⑷　だれがその部屋をそうじしましたか。
　　　  

1.  一般動詞の過去形

演 習 問 題 A

摘し，訂

go? 

sound →

　）内
ster ayにか

eed に）

aseball with my friends last Sun

river yesterday.

SSSa
mp
lelelele

Sa
m

Sa

い。

従って書きかえなさい。書きかえなさい。
s the piano every night.the piano every night.　（下線部を　（下線 y

money at that time.money at that tim 　（疑

my frien



16

1 次の各組の英文がほぼ同じ内容を表すように， 　　　に適する語を書きなさい。

□⑴
　　My aunt flew to Tokyo last week.

　　　　My aunt 　　　　　　　　 to Tokyo by plane last week.

□⑵
　　It snowed a lot last year.

　　　　We 　　　　　　　　 a lot of 　　　　　　　　 last year.

□⑶
　　I enjoyed the party then.

　　　　I 　　　　　　　　 a good 　　　　　　　　 at the party then.

2 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 study math last night?

　　　　B: No, I 　　　　　　　　.

□⑵
　　A: 　　　　　　　　 you have cats?

　　　　B: Yes, 　　　　　　　　　　　　　　　　　.  I have two cats.

□⑶
　　A: 　　　　　　　　 broke your computer?

　　　　B: My brother 　　　　　　　　.

□⑷
　　A: 　　　　　　　　　　　　　　　　　 you usually do after school?

　　　　B: I usually watch TV.

□⑸
　　A: 　　　　　　　　 did Tomoya visit last month?

　　　　B: He 　　　　　　　　 France and Germany.

3 次の英文を（　　）内の指示に従って書きかえなさい。
□⑴　She enjoyed the baseball game yesterday.　（疑問文にして，Yesで答える）
  

□⑵　Tomoya and Miyuki studied in the library then.　（下線部をたずねる文に）
  

□⑶　I have two pencils in my hand.　（下線部をたずねる文に）
  

4 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　彼女は昨夜，音楽を聞きませんでした。
 She 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 music 　　　　　　　　 night.

□⑵　健太はそのときその箱を開けました。
 Kenta 　　　　　　　　 the box 　　　　　　　　.

□⑶　彼らは会合を９時に始めました。
 They 　　　　　　　　 the meeting at nine.

□⑷　私は３日前に本を読んで楽しみました。
 I 　　　　　　　　　　　　　　　　　 a book three days 　　　　　　　　.

□⑸　あなたたちは何時に空港に到着しましたか。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 at the airport?

□⑹　彼女はそのとき彼を待ちましたか。
 　　　　　　　　 she 　　　　　　　　 for him 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?
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1.  一般動詞の過去形

演 習 問 題 B

u usua

moya v

 Fra

　）内
njoy sで答

a a （下線

pe 線部をた

文になる

SSSa
mp
le

SaS

er school?choo

month?

Germany.y.

従って書きかえなさい。書きかえなさい。
aseball game yesterday.seball game yesterday.　（疑問文にし　（疑問

ki studied in the library i studied in the l

my hand



17

1.  一般動詞の過去形

5 次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語を並べかえ，全文を書きなさい。ただし，不要な語が１語ず
つあります。

□⑴　私の弟は川で魚を何びきかつかまえました。
 （brother / caught / catches / in / my / some / the / fish） river.

  

□⑵　私の家族は 10年前ここに住んでいませんでした。
 My family （ago / didn’t / years / here / live / ten / lived）.
  

□⑶　私は夏美に彼女の新しい学校についてたずねました。
 （Natsumi / school / about / new / asked / her / I / ask）.
  

□⑷　彼は２年前にその病院で働きました。
 （works / he / hospital / in / two / worked / years / the） ago.

  

□⑸　彼女は先月，どこへ旅行しましたか。
 （she / last / where / travel / traveled / did） month?

  

□⑹　１台の車が昨夜，私の家の前に止まりました。
 （a / front / house / in / last / my / of / stopped / car / ago） night.

  

6 次の日本文を英文にしなさい。
□⑴　彼女は私を知っていました。
  

□⑵　彼はかばんの中でかぎを見つけました。
  

□⑶　あなたは昨夜，宿題をしましたか。
  

□⑷　彼らは何時に家を出ましたか。
  

□⑸　私の母は泳いで楽しみました。
  

7 次のようなとき，英語でどのように言えばよいですか。英文を書きなさい。
□⑴　自分が５年前にカナダへ行ったことを伝えるとき。
  

□⑵　相手がスーパーマーケットで何を買ったかたずねたいとき。
  

□⑶　自分がきのう英語と数学を勉強したことを伝えるとき。
  

□⑷　相手が昨夜，何時に寝たかたずねたいとき。
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