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現在の文の復習

現在の文の復習をしておこう。

2.iS 3. play 4. plays1. am

解説過去形に入る前に,ここでは現在形についてしっかり復習して

おこう 1.・ 2.にはbe動詞が,3.・ 4.には一般動訶が入る。

1.主語が1のときの be動詞は am。 2.主語がHe, she,1t

とこれらに置きかえることができるものが主語のときのbe動詞

はiS 3. playは一般動詞。主語が1なのでもとのままの形で
よい 4.主語がSheで3人称・単数なので一般動詞に Sがつく。

＼

＼

1.iS 2. are 3. vvatcheS 4. vvatch

解説 1. Jane は She に置きかえられるのでiS を使う。 2. we は

複数を表すのでare を使う。 3. Ken は3 人称・単数なので,

一般動詞に SかeS をつけるが, ch で終わる語なのでeS をつけ

る。 4. Theyは複数を表すので,もとの形のままでよい

1. 1 am a c011e目e student.

2. Emi and Kumi are very ta".

3. she P恰ys soccer and tennis vve".

4. Tom has a nevv TV.

解説 1.1と ac0Ⅱegestudentがイコールの関係になるのでbe動

詞の文 2.主語に and を使った be動詞の文。 Emia11dKumi

と VerytaⅡはイコールの関係。 3.目的語(~を)に a11d を使っ

た文 4.主語は3人称・単数なのでhave はhaS になる。

P2 ・ 3
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メバリ
2

過去形の作D方(一般動詞)1

過去の文は動詞にed!

3. cleaned 4. heゆed1. play 2. pleyed

解説一般動詞の過去形でまず大事なことは,主語によって形がかわ

ることはないということ。 3・4 のように主語がheやShe など

の 3 人称・単数でも deaned やhelped というように,主語が1

やyoUやtheyの場合と同じ形になる。現在形でつけた Sやes

は考えなくてもよい。

1. played 2. helped 3. vvashed 4. visited

解説 1.「(スポーツを)する」はPlayで,過去形がPlayed 2.「手

伝う」は helP で.過去形がhelped。 3.「洗う」は Wash で,

過去形がWashed。 4.「訪れる」はVisitで,過去形がVisited。

1. 1 Vvashed the d0目 yesterday.

2. He v、/elked to school yesterday.

3. she ca11ed Ken yesterday.

4. vve vvatched soccer on Tv yesterday.

解説 yesterdayなどの過去を表す語句は,ふつう文末に置いて使う
1. wash の過去形はWashed。 2. walkの過去形はWalked。

3. caⅡの過去形は CaⅡed。 4. watchの過去形はWatched

知って得するコーナー

動詞にedをつけて過去形にする動詞のまとめ

Play (くスポーツを>する,く楽器を>ひく,遊ぶ)→ Played

Clean (そうじする)→deaned caⅡ(電話する)→CaⅡed

P4 ・ 5

enjoy (楽しむ)→ enjoyed stay (滞在する)→Stayed

Iearn (学ぶ)→learned walk (歩く)→Walked

Wash (洗う)→Washed watch (見る)→Watched

help (手伝う)→ helped ⅥSit(訪れる)→Visited

need し必要とする)→needed cook (料理する)→Cooked

ズバリ
3

過去を表す語句1

過去を表す語句についてマスターしよう。

1. yesterdey 2. then 3. yesterdaymornin宮

4. et that time

解説 1.「きのう」はyesterday。 2.「そのとき」はthen 3.「き

のうの朝」は yesterdaymorning。「きのうの午後」はyesterday

afternoon,「きのうの夕方」は yesterdayevening と言う 4.「そ

のとき」は atthat[the]time で表すこともできる。

1. yesterday

解説 2. afternoonは

Ⅱ〕attime は 3 語で

1. 1 enjoyed the party yesterday.

2. she cooked fish yesterdey evenin目.

3. He 1日日rned nevv thin尽S then.

4. vve needed this room atthat time.

解説時を表す語句は,特に強調する以外は文末に置いて使う。

2. a什ernoon

「午後」の意味。 3

「そのとき」。

2

P6 ・フ

3.then 4.

1語なのでthen

time

4. at



過去を表す語句2

過去を表す語句があれば過去の文!

1.1astsundey 2.1astni民ht 3.日尽0

4. dayS 日尽0

解説 1.「この前の~」は last。週が日曜日から始まるとして,火曜

日に lastsunday と言うと 2日前の日曜日を指し,1astsaturday
と言うと3日前の士曜日を指す。「先週の~」とすると正しくな

いこともあるので注意。 2.「昨夜」は lastnight。 3.「~前」

はago。~の部分には数を表す語と単位を表す語がくる。 4.3

でも同じだが. N0やten などの複数を表す語がくるときはあと

に続く Weekや day を複数形にする。「1日前」はyesterday な

ので, one[a] dayag0 という言い方はしない

1.1ast 2. month 3. vveek 4.日目0

解説 1.1astsummer を秋に言えば過ぎ去ったばかりの夏を指し,

春に言えぱ昨年の夏を指す。 2.「1か月」で単数なので, month

は単数のまま 3.「先週」はlastweek 4.「~前」はago

1. 1 Ca11ed Ken an hour a目0.

2. she visited Kyoto last year.

3. He vveshed the d0目 last saturday.

4. vve visited osaka many years a尽0.

解説 1. hourの発音は仏U0門で母音で始まるので,単数形にはa

ではなく an を使う。 2.印乍年」はlastyear。 4. many は「多

くの,たくさんの」の意味なので,複数形の名詞が続く。

P8 ・ 9

知って得するコーナー

Iastを使った過去を表す語句

Iastnight(昨夜) 1astweek(先週) 1astmonth (先月)

Iastyear 印乍年,去年) 1astchristmas (この前のクリスマスに

Iastsummer[winter](この前の夏〔冬〕に)

なお,「きのうの夕方〔晩〕に」は yesterday evening と言い

Iastevening とはあまり言わない。

PI0・11
ズハリ
5

過去形の作り方(一般動詞)2

dだけをつける過去形もあるのだ。

1."ved 2.1iked 3. practiced 4. used

解説 liveやlikeのように動詞の語尾〔最後〕がe の場合の過去形は d

をつけるだけでよい。1.~4.の動詞の語尾のe を確認しておこう。

1."ved 2. danced 3. used 4. closed

解説 1.「住んでいる」はliveで,過去形はlived。「~に住んでいる」

は livein ~とするが, here や廿lere は「~に」まで含むので,

in は不要になる。 2.「踊る」は da11Ce で,過去形は danced。

3.「使う」は Use で,過去形は Used。 4.「閉める」は dose で,

過去形は Closed

1."iked this food last year.

2. They practiced baseba" yesterday.

3. He arrived here at nine yesterday.

4. she closed the door quietly.

3
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解説 1.1ikeの過去形はliked。「昨年」はlastyear。 2. practice

の過去形はPracticed。 3. ardveの過去形はardved。「~Rこ〕

着く」は ardveat[in]~とするが, here があると atや in は不要。

4. dose の過去形は Closed

メバリ
6

過去形の作り方(一般動詞)3

yをΠこかえてedをつける過去形。

1. studied 2. carried 3. tried 4. cried

解説いずれも語尾が<子音字+y>で終わっている yをiにかえて

ed をつけると過去形になる。

1. carried 2. cried 3. studied 4, tried

解説 1.「運ぶ」はCarryで,過去形は Carded 2.「泣く」は

Cryで,過去形はCried。 3.「勉強する」は Studyで,過去形は

Studied。 4.「食べてみる」はtryで,過去形はtried。

1. 1 Studied science this mornin目.

2. The girl cried behind the door.

3. 1 tried some nevv games.

4. 1 Cerried the three boxes today.

解説 1. study の過去形は StⅡdied。「今朝」は血ismorning

2. cryの過去形は Cded。 3. tryの過去形はtried くSome 十形

容詞+名詞>の語順にも注意しておこう。 4. carryの過去形は

Carded。<the 十数詞十名詞>のi剖順にも注意しておこう。

4

メハリ
1

過去形の作り方(一般動詞)4

最後の子音字を重ねて作る過去形。

P12・13

1. stopped 2. dropped 3. P恰nned 4. clapped

解説語尾が<短母音十子音字>で終わっている語は,最後の子音字を

重ねて ed をつける。短母音というのは,二重母音([eil[OU]など)

や長母音(【田 b:1など)以外の,[a]田 bルいった短く発音する

母音のこと。 1. o fa1が短母音。 2.0 [a]が短母音。 3. a[記]

が短母音。 4. a[記1が短母音。

1. dropped 2. P恰nned 3. stopped 4. clapped

解説 1.「落とす」はdroPで,過去形はdropped 2.階十画する」

は Plan で,過去形はPla11ned。 3.「止める」は StoPで,過去形

は Stopped。 4.「(手を)たたく」は daP で,過去形は dapped。

1. The dishes dropped from her hands.

2. The rain stopped an hour a目0.

3. The boys clapped their hends t0尽ether.

4. 1 Planned a vvelcome party for Ken.

解説 1. droP の過去形は dropped。この文の droP は「落ちる」の

意味「~を」の目的語があれば「落とす」,なければ「落ちる」

の意味になる 2. stoP の過去形は Stopped この文の StoP は

「止まる,やむ」の意味。 anhour の an にも注意。 3. claP の

過去形はClapped。 4. plan の過去形はPlanned。

P14・15



ズハリ
8

不規則に変化する過去形1

原形と過去形で形が変わらない動詞。

1. read 2. put 3. cut 4. shut

解説ここで取り上げている一般動詞の過去形は,いずれも原形(も

との形)と同じものである。見分け方は文中に yesterday などの

過去を表す語句があれぱもちろん過去形。主語が3人称・単数で

動詞にSもeSもついていなけれぱ過去形になる。これでも見分

けがつかないときは,前後にある文から見分ける。「読む」の意

味の read は原形は ld:d1 の発音だが,過去形は[r6d]になる。

1. cut 2. put 3. read 4. shut

解説 1.「切る」は Cutで,過去形も同じ形。 kn廿eのつづりに注意。

k は発音しない。また, hlife の複数形は hliveS になる。 2.「置

く」はPutで,過去形も同じ形 3.「読む」は readで,過去

形も同じ形。 4.「閉める」は Shutで.過去形も同じ形。

1. 1 read tvvo books last vveek.

2. she shut the vvindovvs last ni尽ht.

3. she put the book on the desk.

4. she cut her finger vvith e knife.

解説 1. readの過去形は原形と同じ形。「先週」はlastweek。

2. shutの過去形は原形と同じ形「昨夜」は lastnight。 3. put

の過去形は原形と同じ形。 4.指などをうっかり切って傷つけて

しまうときにも Cutで表現できる Cutの過去形は原形と同じ形。

P16・17
ズバリ
9

不規則に変化する過去形2

ぴみょうな変化に注意しようね。

1. came 2.vvrote 3. mede 4. had

解説ズバリ8の原形と過去形が同じ形のものも含めて,不規則に変

化する動詞を不規則動詞という。ここでは.原形の形を少し残し

ているものについてみていこう。 1. comeの過去形はCalne。

2. write の過去形はWrote。 3. make の過去形は made。

4. have[has]の過去形はhad。一般動詞の過去形は主語が何で

あっても同じ形になるので, have も haS も had になる。

1. vvrote 2. took 3. came 4. met

解説 1.「書く」はWriteで,過去形は町ote。 2.「写真を撮る」

には take を使う。過去形はtook。 3.「来る」は Come で,過

去形は Came。 4.「会う」は meetで,過去形は met。他にも,

know(知っている)も不規則に変化して過去形になる。過去形は

knew 「新しい」の意味のneW と同じ発音になる meetも

h)OW も過去形の発音に注意しよう。

5

P18・19

1. 1 hed tvvo d0目S ten yeers a目0.

2. He took many pictures in the perk.

3. A" the students ceme to the 尽ame.

4. 1Vvrote my name on the ceke.

解説 1. haveの過去形はhad。この文のhave は「飼っている」の

意味。 2. take の過去形は took。 takeapicwre で「写真を撮る」

の意味 3. come の過去形はCame <aⅡ+ the 十名詞>の語順

にも注意しておこう 4. WHteの過去形はWrote



メバリ
、0

不規則に変化する過去形3

teach → taU8htのパターンも大事!

1.taught 2. boU目ht 3. ceU目ht 4. broU宮ht

解説不規則動詞の中には,・oughtや・aughtで終わるものがある。

それほど多くないのでしっかり覚えておこう。 1. teach の過去

形はtaught。 2. buyの過去形はbought。 3. catchの過去形

はCaught なお,丘Shの複数形は同じ形の負Sh なので, many

がついても丘Shのままでよい 4. bdngの過去形はbrought

1. boU目ht 2. caU尽ht 3. teU目ht 4. broU留ht

解説 1.「買う」はbuyで.過去形はbought 2.「捕まえる」は

Catchで.過去形はCaught。 3.「教える」は teachで.過去形

は taught。 4.「連れてくる」は bdng で,過去形はbrought

1. 1 taU目ht tvvo subjects last yeer.

2. she boU目ht a lot of books yesterday.

3. she broU目ht tvvo lunches forthem.

4. 1 CaU宮ht tvvo fish in the river.

解説 1. teachの過去形はtaught 2. buyの過去形はbought。 a

10tof~は「たくさんの~」の意味。 3. bringの過去形は

brought。「昼食を食べる」は eat[have]1Unch のようにふっう
Iunch に a はつけないが.「弁当」の意味では a をつけ.加0 な

どがあると複数形にする。 4. catchの過去形は Caught。

P20 ・ 21
1 ズバリ
1 、、

にかえて

4.不規

不規則に変化する過去形4

大きく形が変わる動詞もマスターしよう。

1. vvent 2. sevV 3. ete 4.found

解説 1. g0の過去形はWent。 2. seeの過去形はSaw
過去形は ate。 4.丘nd の過去形はfound

1. savV 2. seid 3. vvent 4.found

解説 2.「言う」は Sayで,過去形は Said。 saidの発音に注意する。

Say は[S6i}の発音だが, said は[S6d1になる。なお 3 人称・単数
形の SayS は[sez]である。 3.「行く」は g0 で,過去形は Went。
4.「見つける」は丘nd で,過去形は found。

1. Ken vvent to school with Tom.

2. 1 Sevv your perents in the park.

3. He ate some breed for breakfast.

4. 1found your cat under the desk.

「両親」解説 1. g0の過去形はWent。 2. parentは複数形になると

の意味になるので注意する。 3. eatの過去形はate。

P22 ・ 23

はとめ】一般動詞の過去形(肯定文)

まず規則動詞か不規則動詞か見分けよう!1 ズハリ
1 、2

1.1ived 2. studied 3. vvent 4. ceme

1 解説 1.規則動詞。 dだけをつける。 2.規則動詞。 yをi

ed をつける。 3.不規則動詞。 g0 の過去形はWent

則動詞。 comeの過去形はCame

3. eatの

P24 ・ 25
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1.私は(その)店でいくつか卵を買いました。

2.私の姉〔妹〕は私(のため)にこの人形を作りました。

3.私たちはこの前の土曜日に野球を練習しました。

4.その男の人は床にコップ〔グラス〕を落としました。

5.私は海でたくさんの魚を捕まえました。

6.彼はパーティーに自分の姉〔妹〕を連れてきました。

解説 1. bought は buy(買う)の過去形。 2. made は make(作る)

の過去形。 3. pradiced は Pracuce絲東習する)の過去形。

4. dropped は drop(落とす)の過去形。 5. caught は Catch(捕

まえる)の過去形 6. broughtはbring(連れてくる)の過去形。

1. Ken vvatched the festival on TV.

2. Jane vvrote tvvo leせers this mornin目.

3. He read four books last month.

4. The rain stopped thirty minutes a目0.

解説 1.「(テレビで)見る」にはふつう Watch を使う規則動詞。「テ

レビで」= onTV。 2. wdte 書く)の過去形はWrote

3. read(読む)の過去形は同じ形の read だが,発音は[r6d]にな

る 4. stop(やむ,止まる)の過去形はStopped
知って得するコーナー

ここまで取り上げられなかったその他の不規則動詞

Stand (立っ)→Stood get(入手する)→got

do (する)→ did run (走る)→ran hlow (知る)→ hlew

teⅡ(話す)→ told hear(聞く,聞こえる)→ heard

give (与える)→gave forget(忘れる)→forgot
P28 ・ 29

メバリ
、3 P26 ・ 27

1. did 2. not 3. didn't 4. didn'tstudy

解説規則動詞・不規則動詞に関係なく,一般動詞の過去の否定文は

動詞の部分を<didnot(短縮形はdidn't)+動詞の原形>で表せば

よい。主語によって形が変化することもない。 1. watch の前

に didnot。 2. playの前に didnot。 3. use の前に didn't

4. didn't[did not]のあとにくる動詞は原形。

規則動詞の過去の否定文

<did not〔didn'U+動詞の原形>が過去の否定文!

1. did 2. not 3. dldn't 4. didn'tuse

解説<didnot(短縮形は didn't)+動詞の原形>にあてはめて考える。

1.1ikeが原形。 2.1iveが原形。 3. stoPが原形。短縮形didn't

を使う 4. useが原形短縮形didn'tを使う。

1. He did not carry the heavy box.

2. They did not practice soccer last vveek.

3. The 尽Ⅲ didn't cry at the concert.

4. 1 didn't heゆ Emi this mornin目.

解説 1.原形Carry の前に did not。 2.原形PraC壮Ce の前に did

not。 3.原形Cryの前に didn't。 4.原形helP の前に didn't。

2. not come

4. didn't go

ズバリ
、4

1.

3.

不規則動詞の週去の否定文

did not[didn'Uのあとの動詞は原形だよ!

7

did, read

didn't buy



解説不規則動詞の一般動詞でも,過去の否定文は動詞の部分をくdid

not(短縮形は didn'b +動詞の原形>で表せばよい。 1. read の

前に didnot。 2. come の前に didnot。 3. buyの前に didn't

4. didn'tのあとにくる動詞は原形のgo

1. didnot 2. didn'tvvrite 3. didn'tmeke

4. didn't have

解説 1.原形See の前に didnot を置く。 2.原形Write の前に短

縮形didn't を置く。 3.原形make の前に短縮形didn't を置く

4.原形have の前に短縮形didn't を置く。

1. 1 did not catch his ba11 We11.

2. she did not sey enythin目 to me.

3. He didn't eat bread for breakfast.

4. He didn't brin目 his vvife to the party.

解説 1.原形Catch の前に didnot を置く。 2.原形Sayの前に did

not を置く。 anything は否定文で使われると「何も(~ない),

疑問文で使われると「何か」,肯定文で使われると「何でも」の

意味になる。 3.原形eatの前にdidn't。 4.原形bringの前に

didn't を置くそれぞれ, catch → Caught, say→ Said, eat

→ate, bdng→broughtの過去形もいっしょに覚えておこう。

十動詞の原形~?>の形。 Did を使ったらあとにくる動詞は必ず

原形にする。肯定文・否定文と同じように主語による変化もない。

1. Did, cry / 1 did / 1didn't 2. Did, help / he did

解説 1. yesterdayがあるので過去の疑問文/ YeSの答えには

did を使う。答えの文の主語がyoUから1にかわることにも注意。

/ N0 の答えには didnotかdidn't を使う 2.答えの文では,

主語をheにすることを忘れないように

規則動詞の過去の疑問文と答え方

Didを文頭に置けぱ過去の一般動詞の疑問文!

1. Did / did / did not 2. Did / didn't

解説一般動詞の過去の疑問文はDidを文頭に置いて,くDid+主語

1. Did/did 2. DidyoU 3. shedidn't

4. Did/cried 5. Did/stopped

解説 1.「あなたはきのう数学を勉強しましたか」「はい,しました」

2.「あなたはその少年を好きでしたか」「いいえ.好きではあり

ませんでした」答えのdidn'tから過去の文とわかる。 3.「そ

の女性はロンドンに住んでいましたか」「いいえ,住んでいませ

んでした」 4.「そのとき彼女は大声で泣きましたか」「いいえ。

彼女は静かに泣きました」th肌は過去を表す語なので, Didで

始まる過去の疑問文になる。 NO.と答えて「静かに(泣いた)」と

いうことでCry を過去形にする。 5.「雨は 1時問前にやみまし

たか」「いいえ。今しがたやんだところです」 ag0があるので過

去の疑問文になる。答えの文では「今しがた」と過去を表す語句

があるので, stoP を過去形の Stopped にする

2. Did, buy / didn't

P30 ・ 31
1 ズバリ
1 、6 P32 ・ 33

不規則動詞の過去の疑問文と答え方

不規則動詞も規則動詞も疑問文の作り方は同じ!

8

1. Did,宮0 / did / did not



解説一般動詞の過去の疑問文は規則動詞・不規則動詞に関係なく

Did を文頭に置いて,<Did +主語+動詞の原形~?>の形にする。

Didを使ったらあとにくる動詞は必ず原形にする肯定文.否定
文と同じように主語による変化もない

1. Did, vvrite / 1 did / 1didn't 2. Did, have / vve did

解説 1. YOU町otethebook.を疑問文にしたもの Wrote の原形

は Write0 2. Youhad agoodume.を疑問文にしたもの had

の原形はhave。/答えの文の主語が変わることにも注意する

1. Did 2. shedidn't 3. reed 4. taU目ht
5. Did / ceught

解説 1.「あなたがこの人形を作りましたか」「はい作りました」
2.「その少女はそこに花びんを置きましたか」「いぃえ,置きま
せんでした」 3.「あなたはその伝言をきょう読みましたか」「い

いえ0 きのう読みました」疑問文が過去なので,答えの文の
readは過去形で lred1の発音になる。 4.「彼は昨年英語を教え

ましたか」「いいえ。彼は昨年数学を教えました」 teach の過去

形は taught。 5.「彼はそのときたくさんの魚、を捕まえましたか」
「いいえ。ほんの2~3 匹だけ捕まえました」 catch の過去形は
Caught。

疑問詞のある過去の疑問文と答え方

ズバリ たずねたいことに合わせて疑問詞を使い分けよう。
口

動詞の過去の疑問文の語順にする。 1.「何」をたずねるのは

Whato / buyの過去形はbought。 2.「どこ」とたずねるの

はWhere。 where には「どこに,どこへ」の意味まで含むので,

、配here did he go toyesterday?としない

1. vvhat/ boU目ht 2. vvhere/vvent

疑問詞で始まる一般動詞の過去の疑問文は,疑問詞以下を一般解説

1. HOVV/came 2. did/vvent 3. vvhere/found

解説 1.「どのようにして」と方法や(交通)手段をたずねるのは

howo / comeの過去形はCame。 byは「~で」と交通手段を
表すもので,このあとに続く名詞にはa も the もっけない。 2.「だ

れ」はWho。 3.「どこで」と場所をたずねるのはWhere /
五nd の過去形はfound。

1. much/had 2. meny/dropped 3. vvhich/read

4. vvhere/savV 5. vvhen/vvrote

解説 1.「あなたはそのときいくら持っていましたか」「たった 100

円しか持っていませんでした」お金の額をたずねるのはhow

mucho haveの過去形は had。 2.「あなたはいくっの花びんを

落としましたか」「3つ落としました」数をたずねるのはhow

manyo droP の過去形は dropped。 3.「あなたはどちらの本を

読みましたか」「こちらの簡単なのを読みました」「どちらの」
とたずねるのはWhich。 read の過去形は read。 4.「あなたは

どこでその映画を見ましたか」「東京で見ました」「どこで」と

場所をたずねるのはWhere。 seeの過去形は Saw。 5.「あなた

はいっその手紙を書きましたか」「きのう書きました」「いっ」

と時をたずねるのはWhen。 wdte の過去形はWrote。
P34 ・ 35

9
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知って得するコーナー

疑問詞で始まる一般動詞の過去の疑問文によく使われる疑問詞

Whatq可を,何が,どんな) whattime(何時に)

Who(だれが) whose(だれの)

Which (どちらを,どちらが,どちらの)

Where(どこで,どこへ) when (いつ) how (どのようにして)

howmany (いくつ) howmuch 《金額が>いくら)

はとめ】一般動詞の過去形(否定文)

ズバリ did not[didn'Uのあとに動詞の原形!
、8

】. did 2. didnot 3. didn'tuse 4. didn'treed

解説一般動詞の過去の否定文は,規則動詞・不規則動詞に関係なく,

くdid not[didn'U 十動詞の原牙分の形にする。did not[didn't]のあ

とには動詞の原形がくることに注意。 1. buyが原形。過去形は

bought。 2. g0が原形。過去形はWent。 3. useが原形。過

去形はUsed 4. readが原形。過去形はread

1.私はそのとき彼の電話番号を知りませんでした。

2.私たちはきのう一生けんめいにテニスを練習しませんでした。

3.健は(その)紙に(自分の)名前を書きませんでした。

4.私たちは公園で楽しい時問を過でしませんでした。

5.私は彼の家族について何も知りませんでした。

6.私はその本を買いましたが,健は買いませんでした。

解説 1.1 knew his phone numberthen.の否定文。 2. we

Practiced tennis hardyesterday の否定文。 3. Ken wrote his

10

name on the paper.の否定文。 4. we had agood ume in 杜le

Park.の否定文。 haveagoodtime で「楽しい時問を過ごす」の

意味。 5.1hlewsomethingabouthisfamily の否定文。否定

文に使われる anything は「何も~(ない)」の意味 6. didn't

のあとにはbuythebookが省略されている

1. dane didn't[did nou come to my house yesterday.

2. 1 didn't[did nou study En目lish at school today.

3. He didn't[did nou take meny pictures in the park.

4. 1 didn't[did nou eat[have] breakfest this mornin宮.

解説 1. Ja11ecametomyhouseyesterday の否定文。 2.1Studied

En創ish atschooltoday の否定文。 3. Hetook manypictures

in the park.の否定文。 4.1ate[ha田 breakfastthis morning.

の否定文 haveには「食べる」の意味もある。

P36 ・ 37

はとめ】一般動詞の過去形(疑問文)

Didを文頭に置き,あとの動詞は原形に

1. Did /' did /' didn't 2. vvhet / sevv

解説 1.基本形は<Did 十主語+動詞の原形~?>。 Did を使ったら,

あとの動詞は原形。/ YeSの答えには did を使い, N0 の答え

には didnotか, didn't を使う。 2.疑問詞のあとは一般動詞の

過去の疑問文の語順にする。/ seeの過去形はSaw。

1.あなたは私の自転車を使いましたか。

はい。私はそれをこの前の日曜日に使いました

2.あなたはきょう何時にここに来ましたか。

P38 ・ 39



私はきょう5時にここに来ました。

3.あなたはだれと(いっしょに)そこへ行きましたか。

私は父と(いっしょに)行きました。

説 1. Youusedmybicyde.の疑問文。 2. whattime は「何時」

/答えの文のCame は Come の過去形。 3. wh0 は「だれ」。

1. Did his sister 宮o to the restaurant?

(Yes.) she vventthere yesterday.

2. vvhen did you reed the book?

I read it tvvo vveeks a宮0.

解説 1. Hissisterwenttotherestaurant.の疑問文/答えの

文はg0の過去形WenUご注意する 2.「いっ」はWhen。 did

のあとにくる動詞は原形になるので,この文のread は原形

/ read の過去形は read。ただし,発音は[r6d】になる

ズハリ
20

iSの過去形Was

be動詞 iSの過去形はVvas!

1. vvaS 2. vvaS 3. vvaS 4. vvas

解説 be捌h可iSの過去形はWas。つまり.主語が3 人称・単数のと

きのbe動詞の過去形はWaS ということになる。 3人称・単数と

いうのは, he, she, it とこれに置きかえることができるもの。

1. Jane→Sheで3 人称・単数。 be動詞のあとに形容詞が続い

ている形。 2. Ken→heで3人称・単数。この文もbe動詞の

あとに形容詞が続いている形。 3. be動詞のあとに場所を表す語

句が続いている形このときbe動詞は「いる.ある」の意味にな

る0 過去形では「いた,あった」の意味になる 4.この文のlt

は寒暖や気候を表すのに使う特別なもの「それは」の意味はない

1. is, novv 2. vvas,then 3. is,novv

4. vves,1ast 5. vvas,yesterday 6. vvas,then

解説 1.現在の文でiS を使う。 2.過去の文。 be動詞のあとが場

所を表す語句。 3.現在の文。be動詞のあとが形容詞。 4.過

去の文。 be動詞のあとが形容詞。veryはその形容詞の意味を強

める副詞。「先週」はlastweek。 5.過去の文。 be動詞のあと

が場所を表す語句。 6.過去の文。be動詞のあとが名詞。

P42 ・ 43

1. dane vvas very tired then.

2. He vves in London tvvo months a尽0.

3. she vvas a c011e今日 Student last year.

4. Kumi vvas happy vvith her friends.

解説 iS はいずれも WaS になる。 1. then は強調する以外はふっう

文末に置く。 2.「2 か月前」は加omonthsago。 3.「昨年」
は lastyear 4.この文のWith は「~といっしょに」の意味

P40 ・ 41

ズバリ
2、

amの過去形Was

be動詞amの過去形はWas!

1. vvaS 2. vvaS 3. vveS 4. vvas

解説 be動詞amの過去形はWaS になる。つまり,主語が1で過去

の be動詞の文は,いつも Iwas,.の形になる。

am, novv

6. vvas, then

力

am, novv

Vvas,恰St

2. vvas,then 3.

5. vvas, yesterday

ー
ー
ー
ー
ー
ー
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解説 1.現在の文。

5.過去の文 6

1. 1 Vvas very thirsty then.

2. 1 Vvas in paris in those days.

3. 1 Vvas in the kitchen an hour a宮0.

4. 1 Vvas alone in this room yesterday.

解説 1.形容詞か続く形。 2.場所を表す語句が続く形

を表す語句が続く形。 4.形容詞が続く形

2.過去の文

過去の文

3.現在の文。 4.過去の文。

areの過去形Were

be動詞areの過去形はWere!

1. vvere 2. vvere 3. vvere

解説 be動詞 areの過去形はWere になる。

複数のときのbe動詞はWere になる。

2. are, novv 3. vvere, yesterday1. vvere, then

5. vvere,a目0 6. are,novv4. vvere,1ast

解説 1. W'eare→W'ewere 2.・ 6.現在の文 3. Theyare→

Ihey were 4. weare →Wewere 5. Youare →YOU

Were複数を表すyou(あなたたちは)も当然Were を使う

1 解説 1. You are →Youwere 2. W'eare →Wewere

4. These No books are3. They are → They were

Ihesetwo bookswere 主言吾が複数。なお, He[she] was,

Was, Youwere などには短縮形はない

Was, wereの否定文

Was, wereのあとに notで否定文だよ。1 ズバリ
1 23 P46 ・ 47

1. not 2. vvasn't 3. not 4. vveren't

解説 not は Was,were のあとに置く。wasnotの短縮形はWasn'tで,

Werenotの短縮形がWeren't になる。 1.1WaS の短縮牙三はない

2. wasnotの短縮形が入る。 3. wewere の短縮形はない

4. werenotの短縮形が入る

1. This book vvasn't so interestin目.

2. 1 Vvas not happy at the party.

3. V、/e vvere not in the same class.

4. They vveren't in the librery then.

解説 1. isn't を Wasn't にかえる。 2. am を WaS にかえる。

3. are を Were にかえる 4. aren't を Weren't にかえる

・^

1. You vvere a teacher 治St year.

2. V、/e vvere sick in bed a vveek a目0.

3. They vvere in the hospitaΠ日St month.

4. These tvvo books vvere interestin尽.

3.場所

4. vvere

つまり,主語がyoUや

12

P44 ・ 45

1. vvasnot 2. 1Vvasn't 3. vvevveren't

4. They vveren't

解説 1.1twaswarmyesterday の否定文 2.1Wassobusy仕len.

の否定文。肯定文の S0 は「とても」,否定文の S0 は「それほど〔あ

まり〕(~ない)」の意味 3. wewerehereyesterday の否定文。

4.Theywereangrythen.の否定文。Theywere の短縮形はない。



Was, wereの疑問文と答え方1

ズバリ疑問文はVvas, vvereを文頭に!
24 '」' P48 ・ 49

1. vvere /vvas / vvasn't 2. vvere /vvere

解説現在形と同じょうに, be動詞の過去の疑問文はWas, were を

主語の前〔文頭〕に出す。答えの文にも Was(not), were (not)を

使う0 1. N0 の文は, NO,1Was not.とすることもできる。

2. N0 は, NO,theywere not[theyweren'U.となる

】. vvere you / 1Vvas / 1Vvasn't 2. vvaS 辻/ it vvasn't

解説 1. Youwereinthatbuilding.を疑問文にしたもの/主語

が1にかわるので, be動詞も WaSになる/ 1WaSに短縮形は

ないので, wasnotの短縮形Wasn't を使う 2.1twascloudy
yesterday を疑問文にしたもの。/ itwaS の短縮形はない

1. vves he sick in bed yesterday?

(Yes.) He vvas very sick.

2. vvere many people ln the park then?

(Yes.) About 30o people were there.

解説 1.「病気で寝ている」は besickin bed。 Hewassickinbed

yesterday を疑問文にしたもの。/日本語では「とても病気で

した」とは言わないが,英語ではVerysickで「重病の」の意味

になる。 2. people は「人々」の意味で,形は単数形でも複数

2. vvas

Was, wereの疑問文と答え方2

疑問詞をしっかり使い分けよう。

形の扱いをする。したがって, be動詞にはWere を使う。/ 1 はとめ】be動詞の過去形,
aboutは「~にっいて」の意味のほかに,数字などの前にっいて l be動詞の過去形はWaSとWereの2つだけ

「約,だいたい」の意味を表すのにも使う。 1 '

1. vvhat/vvaS 2. vvhere /vvere

解説 1.「何」はN和hat。/疑問文のWaSに注目。 2.「どこ」と

場所をたずねるのはWhere /主語が複数なのでWereを使う

1. HOVV/vveS 2. vvho/vveS 3. vvhere/vvere

解説 1.「どうでしたか」とようすをたずねるのはHOW。/疑問

文のWaS に注目する。 2.「だれ」とたずねるのは訊小0。この

疑問文はWh0が主語として使われているので, wh0の直後に

WaSが続いている。答えの文の主語が複数になっても,たずねる

ときはWhowas.,?とするのがふっう。 3.「どこ」とたずねる

のはWhere /答えの文の主語が複数なのでWereを使う

1. HOVV/vvaS 2. vvher日ノVvaS 3. vvhen/vvas

4. vvho/vvaS 5. vvhat/vvas
12左

解説 1.「那覇の天気はどうでしたか」「とても暑かったです」

2.「あなたは今朝どこにいましたか」序厶はこの部屋にいました」

3.「そのお祭りはいっでしたか」「8月5日でした」 4.「だれ

が今年の勝者でしたか」「健でした」 5.「健からのプレゼント

は何でしたか」「かわいい人形でした」

P50 ・ 51

3. vvere 4. vvere

P52 ・ 53
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解説 1. iSの過去形はWas。

の過去形はWere。

1.私たちは当時〔そのころ〕はとても若かった。

2.きょうは晴れていましたが,ときどき雨が降りました。

3.たくさんの人々がそのとき公園にいました。

4.その少年は,とてもお腹がすいていてのどがかわいていました。

5.何人かの生徒は学校を休みました〔欠席しました〕。

〔学校を休んだ〔欠席した〕生徒が何人かいました。〕

6.私はこの前の月曜日に病気で寝ていました。

解説 1. inthose dayS で「当時そのころ〕(は)」の意味。
2. sometimeSの前に itwaSが省略されていると考える。この文

の it は天候を表すもの。 3. alotof とあっても People には S

はつかないことに注意。 people はもともと複数の意味を持って

いる 4. neboyはHe に置きかえられるのでbe動詞は
5. beabsent丘om ~(~を欠席する)は覚えておこう。Was

6. besickinbed で「病気で寝ている」の意味。

2. amの過去形はWas。 3 4

1. This ba目 Vves very expensive last year.

2. He vvas an目ry about[au the bad food.

3. The vveathervvas bed in the mornin目 yesterday.

4. The vvomen vvas a sin民巳r many years ago.

解説 1.印乍年,去年」はlastyear 2.「~に怒る明夏を立てる〕」

は angryabout[at]~だが.怒る対象が人の場合は angryMth

~。 3.「きのうの朝」は yesterdaymorning と表すこともでき

るが,i割順の指定があるので,inthemorningyesterday。 4.「何

年も前に」は「多くの年の前に」と考えて ma11yyearsago

are 【まとめ】be動詞の過去形2

1 1ハリ 否定文・疑問文の作り方は現在形と同じ!

1 27

1. This nevv dictionary vvasn't[vves not] cheep.

2. vvas he an目ry vvith me yesterdey?

3. Hovv vvas the trゆ to Tokyo?

4. vvhat vvas the tltle of the nevv movie?

14

1. vvasn't 2. vvere/vvasn't 3. vvhere/vvas

解説 1. wasnotの短縮形Wasn'tを使う 2. be動詞Were を主語

の前に出す。/ wasnotの短縮形Wasn't を使う 3. he.

She に合う過去のbe動詞はWas。

1.京都の天気はそれほど悪くありませんでした。

2.彼らはきょう学校を休みませんでした〔欠席しませんでした〕。

3.あの〔その〕大きな箱(の中)1こは何が入っていましたか。

模型飛行機が何個か入っていました。

4.昨年のあなたの数学の先生はだれでしたか。

山本先生でした。

解説 1. badは「悪い」の意味。 2. beabse址丘'om~で「~を休

む〔欠席する〕」の意味。 3.この文のWhatは主語として使われ

てぃる答えの文の主語が複数でも,疑問文ではふつうWhat

Was,.?と単数にする/ were のあとに inthatbigboXが省

略されてぃる。 4.この文のWh0 は主語。訊、atと同じように

単数扱いにする。/ Mr.は男性に, MisS は独身の女性に,

Mrs.は既婚の女性に, MS.は未婚・既婚に関係なく女性に使う。

(.)はつけないこともある

P54 ・ 55



解説 1

がく

4

WaSのあとに not。 2.「~に怒る■夏を立てる〕」は,~に人

るときはbeangryMth ~。 3.「どうでしたか」にはHOW。

Ofの前後に注意する。 Aof召で「BのA」の意味になる。

【まとめ】過去形 1

be動詞の過去形か,一般動詞の過去形かをチェック!
P56 ・ 57

1. vvaS 2. made 3.、Nere 4. saw

解説 1. onthetrainが主語1を(どこにいるか)説明してぃるので

be動詞。 be動詞と一般動詞の過去形がいっしょに使われること

はない。 2. thismodelpla11e は動詞 made の動作の対象。

1.私は昨年ニユーヨークにいました。

2.私は昨年ニューヨークで佐野さんに会いました。

3.私たちは先週病気でした〔具合が悪かった〕。

4.私たちは先週病気の人たちを助けました〔手伝いました〕。

5.このコンピユータは私の役に立ちました。

6.私はこの役に立つ〔便禾川幻コンピュータを買いました。

解説 1.・3.・ 5. be到隔ヨのあとにくる語句が主語を況明している

2.・4.・6.動詞のあとの語句が.動詞の動作の対象となっている
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1. That buildin尽 Vves a hospitauast year.

2. En目lish vvas my favorite subject.

3. 1Vventto the hospitann Yokohama.

4. 1 Studied five subjects today.

解説 1. be動詞の文 ahospita1が主語lhatbuilding を説明して

いる 2. be 動詞の文。 myfavoritesubjectが主語EngⅡSh を

説明している。 3.一般動詞の文。 g0 の過去形はWent。 4

般動詞の文。丘VesubjectS は動詞 Studied の動作の対象。

メバリ
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はとめ】過去形2

向e動詞の否定文か,一般動詞の否定文かをチエック!
P58 ・ 59

1. vvasn't 2. didn't 3. vveren't 4. didn't

解説 1.・3.「ではありませんでした」と主語を説明している be動

詞の過去の否定文。 2.一般動詞makeの過去の否定文 4

般動詞hloWの過去の否定文。

1. This computer vvasn't[vvas nou useful to me.

2. He vvasn't[vvas nou absentfrom school yesterday.

3. 1 didn't[did nou like hot food.

4. He didn't[did nou come to the exhibition yesterdey.

解説 1.「手厶の役に立ちませんでした」は「私に役立たなかった」と

考える。 2.「~を休む」は beabsenth'om ~。この Scho01に

はaもtheもつけない 3.一般動詞Ⅱkeの過去の否定文

1.このケーキはあまり〔それほど〕おいしくありませんでした。

2.私たちはこのまずいケーキを食べませんでした。

3.これらの物語は私にはおもしろくありませんでした。

4.私はこれらのおもしろい物語を読みませんでした。

5.(その)バス停は駅の近くにありませんでした。

6.(その)バスは駅の近くに止まりませんでした。

解説 1.・3.・5.がbe動詞の過去の否定文。 2.・ 4.・6.がー"

動詞の過去の否定文。

り
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4.「~に来る」はCometo ~。一般動詞 Come の過去の否定文。

はとめ】過去形3

be動詞の疑問文か,一般動詞の疑問文かをチエツク!
P60 ・ 61

1. Did/did 2. vvas/vvas

解説文頭にDidがくる一般動詞の疑問文か, was, wereがくる

be動詞の疑問文かを見分ける最も簡単な方法は,そのあとにー

般動詞の原形がきてぃれぱDid,一般動詞が見当たらなければ

Was, wereの疑問文になる。 1. useが原形 2.一般動詞が

見当たらず,主語が単数なのでWas。

1.あなたの夏休みは長かったですか。

2.あなたは(その)休暇中にバリへ行きましたか。

3.あなたはきのう病気で寝ていましたか。

4.その病気の少年はきのう寝ていましたか〔ベッドの中で休ん

でいましたか〕。

5.その物語は長かったですか,それとも短かったですか。

6.あなたはその長い物語を読みましたか。

解説 1.・3.・5.がbe動詞の文 2.・ 4.・ 6.が一般動詞の文

1311RI

1. Did you study hard yesterday?

2. vvas the tree near your house?

3. Did you cloS巳日" the vvindovvs last night?

4. vvas the math test so di什icult?

解説 1.・3.が一般動詞の文 2.・4.がbe動詞の文

ズバリ
い

はとめ】過去形4

be動詞の文か一般動詞の文かしっかり区別しよう。

1. did/bought 2. vvas/vvas

解説疑問詞で始まる疑問文でも,一般動詞の原形が残っていれば

didを使う疑問文になる。一般動詞の原形がなければbe動詞の

疑問文になる。 1. buyが一般動詞の原形。 2.一般耐亮ヨの原

形はこの文にはないので,be動詞の疑問文になる

1.きのうの京都の天気はどうでしたか。

寒くて雨が降っていました。

2.あなたはどうやってその情報を入手しましたか。

(私はそれを)ジエーンから入手しました。

3.あなたはいつその情報を入手しましたか。

(私はそれを)1 週問前に入手しました。

1. vvhat time did you get up this morning?

2. Hovv many apples did he eet today?

3. vvho vvas vV辻h Emi yesterday?

4. vvhich cer did you use last ni目ht?

解説 1.「何時」は、配hatume getが原形。 2.数をたずねるのは

Howmany 3. be動詞の疑問文 Wh0は単数扱いでWaSを
使う 4.「どちらの~」はWhich~。

P62 ・ 63

16


