一般動詞の過去形①（規則動詞）
一般動詞の過去形（～しました）
I

played tennis yesterday.

私は昨日テニスをしました。yesterday（昨日）
①日本語にした時、
「～した」という形を（ 過去形

）という。

②一般動詞の語尾に（ ed または d ）をつける動詞を（ 規則動詞

）という。

③主語が、三人称でも過去形にｓ(es)はつきません。He studied English.
＜次の動詞の過去形を書いてみよう。＞
①play(

～した)

②watch(

～を見た)

③use (

～を使った )

④want (

～をほしかった)

⑤like(

好きだった )

⑥visit(

⑦enjoy (

楽しんだ)

⑧cook (

⑨try (

試した)

訪問した )
料理する)

⑩study (

勉強する)
y を i に変えるのは、study,try

解答 ①played ②watched ③used ④wanted ⑤liked ⑥visited ⑦enjoyed ⑧cooked
⑨tried ⑩studied
過去形の文によく使われる語句

（暗記しよう）

yesterday（昨日）

last night

last week

last month

last year

(先週)
(去年)

(昨夜)
(先月)

two days ago (２日前)

～ago で～前

練習１ 日本語を参考にして下線部に適する語を書きなさい。
(1) 彼はサッカーをしました。 He
(2) 彼女は辞書を使いました。She
(3) 私は歩いて学校に行きました。 I
(4) メグは音楽を聞きました。 Meg
(5) 私たちは料理を楽しみました。we
(6) 彼は英語を勉強しました。He
(7) 彼はコンピューターがほしかった。He

soccer. (play)
a dictionary. (use)
to school. (walk)
to music. (listen)
cooking. (enjoy)
English.(study)
a computer. (want)

解答
(1)played (2) used (3) walked (4) listened (5) enjoyed (6) studied (7) wanted

練習２

日本語を参考にして（

（誰が どうした

何を

）内の語を並べ替えなさい。
どこで （どのように） いつ）

（１）トムは昨日公園でサッカーをした。
（in the park / Tom/ yesterday / soccer / played/. ）
（２）私は私の姉と昨夜テレビを見た。
（I / last night / watched / my sister / with / TV/. ）
（３）彼は昨日学校でコンピューターを使った。
（at school/ he/ a computer / used / yesterday/. ）

解答
(1)Tom played soccer in the park yesterday.
(2)I watched TV with my sister last night.
(3)He used a computer at at school yesterday.

練習 3 次の文を（

）内の語句を加え、文全体を過去形の文にしなさい。

(1) I play tennis. (last week)
(2) He uses a computer.(yesterday)

(1) I played tennis last week.
(2)He used a computer yesterday.

一般動詞の過去形②(不規則動詞)
I

had(ate)

rice and natto this morning.

私は今朝ごはんと納豆を食べた。
①

過去形にしたとき、形が変わる動詞を（不規則動詞）という。

②

He made dinner. 主語が三人称現在単数形でも s はつきません。
＜次の動詞の過去形をまとめよう。＞

不規則動詞
原形

今の段階ではこれくらい覚えよう！
意味

過去形

原形

意味

過去形

go

行く

①

come

来る

②

see

見る

③

run

走る

④

have

持っている

⑤

write

書く

⑥

get

得る

⑦

read

読む

⑧

take

乗る、連れて行く

⑨

meet

会う

⑩

say

言う

⑪

make

作る

⑫

eat

食べる

⑬

find

見つける

⑭

規則動詞か不規則動詞化はその都度覚えるしかありません。教科書の新出語句のところに、
tri,tried、visit(ed)や came （←come）などと表記されます。
解答 ①went ②came ③saw ④ran ⑤had ⑥wrote ⑦got ⑧read ⑨took ⑩met ⑪said
⑫made ⑬ate ⑭found
練習１日本語を参考に（

(1)
(2)
(3)
(4)

）内の語を適する形に変えなさい。

私はかわいらしい猫を見た。 I
a pretty cat.
(see)
私の姉は去年ピアノをもっていた。My sister
a piano last year. (have)
彼は昨日私の家に来た。He
to my house yesterday. (come)
私は昨日東京に行きました。 I
to Tokyo yesterday. (go)

(5) 彼は 6 時に起きました。 I
(6) 私は昨日母を手伝いました。I
(7) 彼女は昨夜英語を勉強しました。She
(8) ケンはテレビを見ました。Ken
解答 (1) saw

(2) had

(3) came (4) went (5) got

up at six.(get)
my mother yesterday. (help)
English last night. (study)
TV (watch)
(6) helped

(7) studied (8) watched

練習 2 並べかえなさい。
(1) 私は昨日その店であなたのお母さんを見ました。＜誰が どうした 何を どこで いつ＞
（saw / I / at the shop/ your mother / yesterday/.）
(2) マイクと武史は昨日公園で昼食を食べました。 ＜誰が

どうした 何を どこで いつ＞

（had / Mike and Takeshi / in the park / lunch / yesterday/. ）
(3) 私たちは昨日渋谷に行きました。
（to / we / Shibuya / went / yesterday/. ）
＜go to ～で ～に行く＞

解答
(1)I saw your mother at the shop yesterday.
(2)Mike and Takeshi had lunch in the park yesterday.
(3)We went to Shibuya yesterday.
練習 3 昨日あなたがしたことを３文以上書いてみよう。

一般動詞の過去形③（疑問文～しましたか）
You studied English last night.あなたは昨夜英語を勉強しました。
Did

you study

English last night? あなたは昨夜英語を勉強しましたか。

Yes, I did .（はいしました。）

I

didn’t

study

No, I didn’t .（いいえしませんでした。
）

English last night.

私は昨夜英語を勉強しませんでした。

①「～しましたか」と過去のことを尋ねるとき（Did）を使う。動詞は（原形）になる。
②答えるときは、did を使って答える。
③否定文には（didn’t）をつける。動詞は（原形）になる。
練習１ 日本語を参考にして下線部に適する語を書きなさい。
(1)あなたは昨日サッカーをしましたか。
you
soccer yesterday?
(2) はい、しました。 Yes,
.
(3)彼は先月この映画を見ましたか。
he
this movie last month?
(4)いいえ、見ませんでした。No,
(5) Aya は昨日ピアノを弾きましたか。
(6) はい、弾きました。Yes,
(7) トムは昨夜夕食を食べましたか
※食べる→eat/have

. ※映画を見る→watch
Aya
the piano?
.
Tom

dinner last night?

(8) いいえ、（彼は）食べていません。
(9) 私は昨日コンピューターを使いませんでした。※使う use
解答
(1) Did play (2) I did (3) Did see (4) he didn’t (5) Did play
(6) she did (7) Did have/eat (8) No, he didn’t. (9) I didn’t use a computer.
練習 2 次の文を（
）内の指示に従って書き換えなさい。
(1) You walked to school yesterday. (疑問文に)
(2) I visited Kyoto last year. (否定文に)
解答
(1) Did you walk to school yesterday?
(2) I didn’t visit Kyoto last year.

.

