
本書の特色
　この本は，２年の夏休みまでに学習した内容を完全にマスターし，以後の学習に備

えるためのテキストです。

　各課とも最初の４ページで基本的な問題を解きながら重要ポイントをおさえ，残り

の２ページの演習問題で知識を定着させるという流れになっています。

・ポイント整理…その課で学習する基本的な文法事項を簡潔にまとめてあります。

・確認ドリル… ポイント整理でとりあげた文法事項をチェックするための問題です。
基本的な英文で構成していますから，確実にマスターしてください。

・演習問題… ポイント整理・確認ドリルで学習した内容を再確認するための問題で
す。ここで，弱点を補強し，知識を定着させてください。

・単語のチェック… 中学で学ぶ基本的な単語を品詞やカテゴリーごとにまとめまし
た。単語力を身につけるため，大いに活用してください。

・総合問題… 本書で学習した内容が身についたかどうかを確かめる問題です。どの程
度力がついたのかためしてみましょう。
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次の英文の下線部に注意して，日本文の意味を完成させなさい。

□⑴　Tom opened the door.　トムはドアを［　  ］。

□⑵　We cleaned the room yesterday.　私たちは昨日その部屋を［　  ］。

□⑶　I visited my grandmother’s house yesterday.　私は昨日祖母の家を［　  ］。

□⑷　We played soccer two days ago.　私たちは２日前サッカーを［　  ］。

□⑸　Miki helped her mother last night.　美紀は昨夜，母親を［　  ］。

□⑹　Taku watched the TV drama last night.　拓は昨夜そのテレビドラマを［　  ］。

1 規則動詞の過去形
　 He played soccer yesterday.　　（彼は昨日サッカーをしました。）

 

　一般動詞を用いて，「～しました」と過去のことを表すとき，その動詞を過去形にする。

　⑴　一般動詞の過去形は，ふつう動詞の原形に -edまたは -dをつけて作る。このような動詞を規則動詞という。

　　規則動詞playの過去形は -edをつけてplayedにする。

  ［現在］　I 　play soccer　 every day. （私は毎日サッカーをします。）
    　　　　　

  ［過去］　I　 played  soccer　 yesterday. （私は昨日サッカーをしました。）

　　 現在の文では，主語が3人称単数のとき，動詞の原形に -（e）sをつけてその他の場合と区別したが，過去の文

では，主語が何であっても形は変わらない。

  ［現在］　He 　watches TV　 every day. （彼は毎日テレビを見ます。）

    

  ［過去］　He　 watched  TV　 last night. （彼は昨夜テレビを見ました。）

　　　　　　　　　　　　主語が何であっても，動詞はwatchedで変わらない。

　⑵　規則動詞の過去形の作り方

　　①　大部分の動詞は，-edをつける。 play → played

　　②　発音しないeで終わる動詞は，-dをつける。 like → liked

　　③　語尾が〈子音字＋y〉で終わる動詞は，yを iにかえ -edをつける。 study → studied

　　④　語尾が〈短母音＋子音字〉で終わる動詞は，子音字を重ねて -edをつける。 stop → stopped

　⑶　規則動詞の過去形 -（e）dの発音

　　①　無声音（f，k，p，sなど）のあと…［t ト］　　helped［h'lpt ヘルプト］　　watched［w^tÍt ワチト］

　　②　有声音（b，g，n，vなど）のあと…［d ド］　　listened［l]snd リスンド］　　stayed［st'id ステイド］

　　③　［t］，［d］のあと…［id イド］　　wanted［w^ntid ワンティド］　　visited［v]zitid ヴィズィティド］

　関連   過去を表す語句は，yesterday（昨日），last night（昨夜），last Sunday（この前の日曜日），last year

（昨年），two days ago（２日前）などがある。～ agoは「～前に」という意味。

⎩
―

⎨
―

⎧
⎩
―

⎨
―

⎧
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1.  一般動詞の過去形

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　She  tennis last Sunday.　（彼女はこの前の日曜日にテニスをしました。）

□⑵　We  this room yesterday.　（私たちは昨日この部屋を使いました。）

□⑶　I  math last night.　（私は昨夜数学を勉強しました。）

□⑷　He  his car.　（彼は車を止めました。）

□⑸　Kumi  me last night.　（久美は昨夜，私に電話をかけてきました。）

□⑹　My father  in Kyoto three years ago.　（私の父は３年前に京都に住んでいました。）

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　I  to the library.　（私は図書館に行きました。）

□⑵　He  her at the station.　（彼は駅で彼女に会いました。）

□⑶　Ken  some pictures there.　（健はそこで何枚かの写真をとりました。）

2

2 不規則動詞の過去形
　 I went to my grandmother’s house yesterday.　　（私は昨日祖母の家に行きました。）

 

 ⑴ 　一般動詞には，規則動詞のほかに，〈原形＋ -（e）d〉の形をとらずに不規則な変化をして過去形を作るものが

ある。このような動詞を不規則動詞という。規則動詞の場合と同じように，不規則動詞の過去形も，主語の人

称や数によって形が変わることはない。

　　①　［現在形］　I go to the park every day.　 （私は毎日その公園に行きます。）

　　     　                                 （goの過去形はwent）

 　　　［過去形］　I  went  to the park yesterday.　 （私は昨日その公園に行きました。）

 　　　　　　　　She  went to the park yesterday. （彼女は昨日その公園に行きました。）

　　②　［現在形］　Tom comes to Japan every summer. （トムは毎年夏に日本へ来ます。）

       （comeの過去形はcame）

 　　　［過去形］　Tom came  to Japan last year. （トムは昨年日本に来ました。）

 　　　　　　　　I came to this park yesterday. （私は昨日この公園に来ました。）

 ⑵　不規則動詞の変化

　　現在形から過去形への変化の仕方には，次の3通りがある。

　　①　母音字が変わる come（来る）→ came run（走る）→ ran

　　　・He ran to the station.　（彼は駅まで走りました。）

　　②　まったく異なる形になる go（行く）→ went buy（買う）→ bought

　　　・She bought the bag yesterday.　（彼女はそのバッグを昨日買いました。）

　　③　同形で，変わらない cut（切る）→ cut read（読む）→ read

　　　・Ken read the book last night.　（健はその本を昨夜読みました。）

 　readは形は変わらないが，発音が［red レッド］となって変わる。
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1.  一般動詞の過去形

□⑷　My father  a box yesterday.　（私の父は昨日箱を作りました。）

□⑸　We  a good time.　（私たちは楽しい時を過ごしました。）

□⑹　Tom  breakfast this morning.　（トムは今朝朝食を食べました。）

□⑺　My mother  my hair yesterday.　（私の母は昨日私の髪を切りました。）

□⑻　I  a letter last night.　（私は昨夜手紙を書きました。）

□⑼　I  the newspaper yesterday.　（私は昨日新聞を読みました。）

□⑽　My father  a new car last year.　（私の父は昨年新しい車を買いました。）

□⑾　Miki  some cookies to me.　（美紀はいくつかのクッキーを私にくれました。）

□⑿　I  in the park this morning.　（私は今朝公園を走りました。）

次の文の（　　）内から適する語を選び，記号で答えなさい。

□⑴　（ア  Do　イ  Does　ウ  Did） you play tennis last Sunday? ［ ］

□⑵　Did Ken （ア  went　イ  go　ウ  goes） to the station yesterday? ［ ］

次の文を疑問文に書きかえるとき， に適する語を書きなさい。

□⑴ You visited Kyoto last year.

  you  Kyoto last year?

□⑵ Tom studied hard last night.

  Tom  hard last night?

□⑶　He saw the movie last Sunday.

  he  the movie last Sunday?

□⑷　You went to her room last night.

  you  to her room last night?

3 一般動詞の過去の疑問文と答え方
　 Did you use this cup yesterday?　　（あなたは昨日このカップを使いましたか。）

　 ― Yes, I did. / No, I didn’t［did not］.　　（はい，使いました。 / いいえ，使いませんでした。）

 

　一般動詞の過去の疑問文は，文頭にDidをおき，あとの動詞を原形にする。また，答えの文にもdidを用いる。

〈Did＋主語＋動詞の原形 ～ ?〉の形で表す。

　過去の疑問文でも，Doで始まる疑問文と同じように，主語が何であっても動詞の形は変わらない。

 ［肯定文］  You played tennis yesterday. （あなたは昨日テニスをしました。）

     
 ［疑問文］ Did  you    play  tennis yesterday? （あなたは昨日テニスをしましたか。）

 
［答え方］

 Yes, I did.　 （はい，しました。）

   No, I did not［didn’t］.　 （いいえ，しませんでした。）⎩
―
⎨
―
⎧
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1.  一般動詞の過去形

次の文の（　　）内から適する語を選び，記号で答えなさい。

□⑴　I （ア  do　イ  does　ウ  did） not watch TV last night. ［ ］

□⑵　We didn’t （ア  come　イ  comes　ウ  came） here yesterday. ［ ］

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　I answered the question.

 I  not  the question.

□⑵　He liked the picture.

 He    the picture.

□⑶　I bought a new bike yesterday.

 I      a new bike yesterday.

□⑷　I got up early this morning.

 I    up early this morning.

□⑸　Bob had breakfast this morning.

 Bob      breakfast this morning.

□⑹　Miki ate lunch.

 Miki    lunch.

□⑺　Ken wrote the story last night.

 Ken      the story last night.

□⑻　Mayuko met Ken at the library.

 Mayuko    Ken at the library.

□⑼　I read the book last night.

 I    the book last night.

4 一般動詞の過去の否定文
　 I did not call Ken yesterday.　　（私は昨日健に電話をかけていません。）

 

　一般動詞の過去の否定文は，did not［didn’t］を用いて，動詞を原形にする。〈主語＋ did not［didn’t］＋動

詞の原形 ～ .〉の形で表す。

 ［肯定文］　She played the piano last night.　（彼女は昨夜ピアノをひきました。）

   　動詞の前にdid not［didn’t］をおき，動詞は原形にする。
 ［否定文］　She  did not  play the piano last night.　（彼女は昨夜ピアノをひきませんでした。） 

　関連  did notの短縮形はdidn’tで表す。
　　　 ・Tom didn’t study Japanese yesterday.　（トムは昨日日本語を勉強しませんでした。）

整理ポイント
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1.  一般動詞の過去形

　 次の語の下線部の発音が，［d］ならア，［t］ならイ，［id］ならウと記号で答

えなさい。

□⑴　lived ［ ］ □⑵　looked  ［ ］

□⑶　visited ［ ］ □⑷　answered  ［ ］

　 次の文の（　　）内の語を適する形にして， に書きなさい。なおす必要

がなければそのまま書きなさい。

□⑴　Kenji （wash） his father’s car yesterday. 

□⑵ 　Jiro usually （walk） to school, but yesterday he （go） to school by 

bus.    

□⑶　She （cut） Tom’s hair last week. 

□⑷　Yuka （do） not （eat） breakfast yesterday morning.

   

□⑸　（Do） you read a book last night? 

　 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　私は昨日そのCDを聞きました。

 I    the CD yesterday.

□⑵　彼女はロンドンでたくさんの写真をとりました。

 She  a   of pictures in London.

□⑶　誠は今朝，朝食を食べませんでした。

 Makoto    breakfast this morning.

□⑷　ナンシーは昨夜，手紙を書きましたか。─ はい，書きました。

  Nancy  a letter last night?

 ─  Yes, she .

□⑸　あなたは昨日の午後，何をしましたか。─ 健と釣りに行きました。

    you do yesterday afternoon?

 ─  I  fishing  Ken.

　 次の英文の意味を完成させなさい。

□⑴　Who made this cake?

 だれが［　  ］。

□⑵　What did you do last Sunday?

 あなたは［　  ］。

　 次の文を（　　）内の指示に従って書きかえなさい。

□⑴　I see Mika in the park.　（「昨日の午後」という語句をつけ加えて）

□⑵　Bob went to Nancy’s house yesterday.　（否定文に）

1

2

3

4

5

1　次の英語を日本語になおしな

さい。

〈日や曜日を表す名詞〉

❶ yesterday ［ ］

❷ Sunday ［ ］

❸ Tuesday ［ ］

❹ Friday ［ ］

2　次の日本語を英語になおしな

さい。

〈曜日を表す名詞〉

❶ 月曜日 

❷ 水曜日 

❸ 木曜日 

❹ 土曜日 

3　次の動詞を過去形になおしな

さい。

❶ stay 

❷ use 

❸ try 

❹ go 

❺ make 

4　次の下線部の発音を，あとの

❶～❸の３つに分け，記号で答

えなさい。

ア  cleaned  イ  cooked

ウ  rained   エ  waited

オ  washed  カ  asked

キ  visited   ク  enjoyed

❶ ［t］ ［ ］

❷ ［d］ ［ ］

❸ ［id］ ［ ］

5　最も強く発音する部分を記号

で答えなさい。

❶ to-day ［ ］
 ア  イ

❷ Sun-day ［ ］
 ア イ

単語のチェック演 習 問 題

に適す

くさん

朝，朝

to rning.

ーは ました

r last 

e 

の午後，何をしましたか。

fi

〈曜日

月曜

曜日

日

過去

y 

❷ u

Sa
mp
leeeきなさい。い。

yesterday.ay.

とりました。た。

a
 of pictures in London.f pictures in London.

ませんでした。せんでした。

S
  

Sa
 breakfast th break

紙を書きましたか。紙を書きましたか。─はいS a

.

eeeeeeeee3 次次

さい。
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1.  一般動詞の過去形

□⑶　I did my homework last night.　（否定文に）

□⑷　You bought this computer yesterday.　（疑問文に）

□⑸　Jiro went to bed at eleven.　（下線部が答えの中心になる疑問文に）

　 次の文の に適する語を書き，対話文を完成させなさい。

□⑴  A:    you come to Kyoto?

  B: I  here last week.

□⑵  A:    he go last Sunday?

  B: He  to Kamakura.

□⑶  A: How  apples  you buy yesterday?

  B: I  three apples.

□⑷  A:      you get up yesterday?

  B: I got up at six.

　 次の（　　）内の語（句）を並べかえて，日本文にあう英文を完成させなさい。

□⑴　あなたのお父さんは何時に家を出ましたか。　What time （your father / home / did / leave）?

 What time ?

□⑵　私たちはその部屋に入りませんでした。　We （not / into / go / did / the room）.

 We .

□⑶　政男は今朝６時に起きました。　Masao （six / up / got / at） this morning.

 Masao  this morning.

□⑷　私はそのニュースを知りませんでした。　（not / the / news / I / know / did）.

 .

□⑸　彼女はトムに「はい」と言いましたか。　（she / yes / say / to / did） Tom?

 Tom?

　 次の正樹とマイクの対話文を読んで，問いに答えなさい。

□⑴　①の（　　）に最も適するものを，ア～ウから選びなさい。 ① 

□⑵　②，③の（　　）内の語をそれぞれ過去形にしなさい。 ② 　　③ 

□⑶　次の質問に英語で答えなさい。

　　　What did Mike eat for dinner in Kanazawa? 
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 Masaki: Mike, ①（ ア　who　　イ　what　　ウ　which　） did you do yesterday?

 Mike: I ②（ go ） to Kanazawa yesterday.

 Masaki: Did you go to Kenroku-en?  It’s a very famous park in Kanazawa.

 Mike: Yes, I did.  I enjoyed the beautiful park, and I ③（ eat ） sushi for dinner.

 Masaki: That was good.

y?

ou get

，日本文

家を出 ave）?

部屋に om）

は今 this m

ニュ the /

「はい」と言いましたか。　

SSa
mp
le

mp
Sa
m

S

rday?

英文を完成させなさい。成させなさい

What time  time （（your father / home / dyour father /

んでした。　We We（not / into / go / did / ot / into / go / di

起きました。　きま Masao Mas （（six / up / gotsix / u

りませんでした。　ませんで


