
 

過去形（be動詞）のまとめ 

基本 

１ be動詞の過去形  次の語句について，（  ）内の形に直して書きなさい。 

（１） am, is （過去形）  was （２） are （過去形）  were 
        

（３） was not （短縮形）  wasn’t （４） were not （短縮形）  weren’t 
 

２ be動詞の過去形の英文   

① 次の日本語の意味を表すように，（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 ※ ただし，不要な語が１語あります。 

 私の父は，先週忙しかった。（  week  /  father  /  busy  /  last  /  my  /  was  /  were  / . ） 

 
My father was busy last week. 

② 次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） I am a soccer fan.    （過去形の文に） I was a soccer fan. 

（２） We are busy.    （「先週」を加えた文に） We were busy last week. 

（３） She was twelve last year.   （日本語に） 彼女は去年１２歳でした。 

（４） あなたは昨日，ひまでした。   （英語に） You were free yesterday. 
 

３ be動詞の過去形の否定文  次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） He was tired yesterday.   （否定文に） He wasn’t tired yesterday. 

（２） あなたは昨日，ひまではありませんでした。 （英語に） You weren’t free yesterday. 
 

４ be動詞の過去形の疑問文   

① 次の文を疑問文に書きかえなさい。 

 You were happy then. Were you happy then ? 

② 次の会話を英語で書きなさい。 

（質 問） あなたは昨日，ひまでしたか。 Were you free yesterday ? 
    

（答え１） はい，ひまでした。 （答え２） いいえ，ひまではありませんでした。 

 Yes, I was.  No, I wasn’t. 
 

５ be動詞の過去形の応用  次の英語は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 

（１） He was in America last year. 彼は去年アメリカにいました。 

（２） あなたは昨日どこにいましたか。 Where were you yesterday ? 

（３） 私は家にいました。 I was at home. 



 

発展 ～余裕がある人はチャレンジ～ 

問題１ 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） He was very tired then. 彼はそのとき，とても疲れていました。 

（２） These caps were 5,000 yen last month. これらのぼうしは，先月 5000円でした。 

（３） They were in Kyoto two weeks ago. 彼らは２週間前に京都にいました。 

 

問題２ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） その問題は簡単ではありませんでした。 The question wasn’t easy. 

（２） その本はおもしろかったのですか。 Was the book interesting ? 

（３） あなたは昨日の朝，家にいましたか。 Were you at home yesterday morning ? 

（４） あなたたちは先週どこにいましたか。 Where were you last week ? 

（５） 私の弟と私は昨日，家にいました。 My brother and I were at home yesterday. 

（６） 私の父は今朝，とても忙しかった。 My father was very busy this morning. 

（７） 昨日は彼女の１５歳の誕生日でした。 Yesterday was her fifteenth birthday. 

 

問題３  次の文の    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

 Today is Friday, so yesterday    was         Thursday      . 

 

問題４  次の対話の    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） A: Were Shun and Mike classmates ? 

 B: Yes,    they       were    . 
   

（２） A: Were you in Osaka yesterday ? 

 B:    Yes    ,   I      was    .   I had a very good time there. 
   

（３） A: Were you free last night ? 

 B:    No    ,    we       weren’t    .   We were very busy. 
   

（４） A:    Where       were       you    last Sunday ? 

 B: I was in Yokohama. 
   

（５） A:    Who       was    in the room ? 

 B: Kenji was. 
   

（６） A: Was the book easy ? 

 B: No,   it      wasn’t    .   It was      difficult      . 
   

 



 

基本 解答 

１ be動詞の過去形  次の語句について，（  ）内の形に直して書きなさい。 

（１） am, is （過去形）  was （２） are （過去形）  were 
        

（３） was not （短縮形）  wasn’t （４） were not （短縮形）  weren’t 
 

２ be動詞の過去形の英文   

① 次の日本語の意味を表すように，（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 ※ ただし，不要な語が１語あります。 

 私の父は，先週忙しかった。（  week  /  father  /  busy  /  last  /  my  /  was  /  were  / . ） 

 
My father was busy last week. 

② 次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） I am a soccer fan.    （過去形の文に） I was a soccer fan. 

（２） We are busy.    （「先週」を加えた文に） We were busy last week. 

（３） She was twelve last year.   （日本語に） 彼女は去年１２歳でした。 

（４） あなたは昨日，ひまでした。   （英語に） You were free yesterday. 
 

３ be動詞の過去形の否定文  次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） He was tired yesterday.   （否定文に） He wasn’t tired yesterday. 

（２） あなたは昨日，ひまではありませんでした。 （英語に） You weren’t free yesterday. 
 

４ be動詞の過去形の疑問文   

① 次の文を疑問文に書きかえなさい。 

 You were happy then. Were you happy then ? 

② 次の会話を英語で書きなさい。 

（質 問） あなたは昨日，ひまでしたか。 Were you free yesterday ? 
    

（答え１） はい，ひまでした。 （答え２） いいえ，ひまではありませんでした。 

 Yes, I was.  No, I wasn’t. 
 

５ be動詞の過去形の応用  次の英語は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 

（１） He was in America last year. 彼は去年アメリカにいました。 

（２） あなたは昨日どこにいましたか。 Where were you yesterday ? 

（３） 私は家にいました。 I was at home. 



 

発展 解答 

問題１ 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） He was very tired then. 彼はそのとき，とても疲れていました。 

（２） These caps were 5,000 yen last month. これらのぼうしは，先月 5000円でした。 

（３） They were in Kyoto two weeks ago. 彼らは２週間前に京都にいました。 

 

問題２ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） その問題は簡単ではありませんでした。 The question wasn’t easy. 

（２） その本はおもしろかったのですか。 Was the book interesting ? 

（３） あなたは昨日の朝，家にいましたか。 Were you at home yesterday morning ? 

（４） あなたたちは先週どこにいましたか。 Where were you last week ? 

（５） 私の弟と私は昨日，家にいました。 My brother and I were at home yesterday. 

（６） 私の父は今朝，とても忙しかった。 My father was very busy this morning. 

（７） 昨日は彼女の１５歳の誕生日でした。 Yesterday was her fifteenth birthday. 

 

問題３  次の文の    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

 Today is Friday, so yesterday    was         Thursday      . 

 

問題４  次の対話の    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） A: Were Shun and Mike classmates ? 

 B: Yes,    they       were    . 
   

（２） A: Were you in Osaka yesterday ? 

 B:    Yes    ,   I      was    .   I had a very good time there. 
   

（３） A: Were you free last night ? 

 B:    No    ,    we       weren’t    .   We were very busy. 
   

（４） A:    Where       were       you    last Sunday ? 

 B: I was in Yokohama. 
   

（５） A:    Who       was    in the room ? 

 B: Kenji was. 
   

（６） A: Was the book easy ? 

 B: No,   it      wasn’t    .   It was      difficult      . 
   

 

 


