
 

過去形（一般動詞）のまとめ 

基本 

１ 規則動詞の過去形  次の動詞は原形です。 それぞれ過去形に直して書きなさい。 

（１） enjoy （２） study （３） use （４） stop 

 enjoyed  studied  used  stopped 
 

２ 不規則動詞の過去形  次の動詞は原形です。 それぞれ過去形に直して書きなさい。 

（１） go （２） come （３） see （４） have 

 went  came  saw  had 
        
（５） get （６） give （７） run （８） make 

 got  gave  ran  made 
        

（９） take （10） write （11） buy （12） teach 

 took  wrote  bought  taught 
 

３ 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。 

 私の妹は，この前の土曜日にかばんを買いました。 

 （  a bag  /  Saturday  /   sister   /   bought   /   my   /   last   /  .  ） 

 
My sister bought a bag last Saturday. 

② 次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） We ran in the park yesterday.  （日本語に） 私たちは昨日，公園で走りました。 

（２） 彼は去年，カナダへ行きました。  （英語に） He went to Canada last year. 

（３） I see a big dog.  （「この前の日曜日に」を加えた文に） I saw a big dog last Sunday. 
   

４ 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 came here yesterday.  （否定文に） He didn’t come here yesterday. 

（２） She didn’t make a cake last week. （日本語に） 彼女は先週，ケーキをつくりませんでした。 

（３） 彼は去年，カナダへ行きませんでした。  （英語に） He didn’t go to Canada last year. 
 

５ 過去形の疑問文  次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） You had a good time.   （疑問文に） Did you have a good time ? 

（２） Did you take a picture three days ago ? （日本語に） あなたは３日前に写真をとりましたか。 

（３） 彼は去年，カナダへ行きましたか。   （英語に） Did he go to Canada last year ? 



 

発展 ～余裕がある人はチャレンジ～ 

問題１  次の英文は A と Bの対話です。       に適語を１語ずつ書きなさい。 

（１） A： What did your sister buy last week ?    B：                    a new racket. 

（２） A： Where did your brother go ?             B：                   o   Kyoto. 

（３） A： When did Jim and Taro see the movie ? B：                   it   last Sunday. 

（４） A： Who wrote this book ?           B： Natsume Soseki   did   . 

 

問題２  次の文を下線部をたずねる疑問文に書きかえなさい。 

（１） He made a chair yesterday. What did he make yesterday ? 

（２） She bought a cap last Sunday. When did she buy a cap ? 

（３） Kenji took the picture in London. Where did Kenji take the picture ? 

（４） He got up at seven. What time did he get up ? 

（５） Ms. Green made this cake. Who made this cake ? 

（６） They went there by bus. How did they go there ? 

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） あなたは昨日何をしましたか。 

 
What did you do yesterday ? 

  

（２） 彼女は昨夜，友達へ E メールを書きました。 

 
She wrote an e‐mail to her friend last night. 

  

（３） 私は今朝，７時に起きました。 

 
I got up at seven this morning. 

  

（４） 私は先月，おじから本をもらいました。 

 
I got a book from my uncle last month. 

  

（５） 私たちはこの前の土曜日に，いっしょに昼食を食べました。 

 
We had lunch together last Saturday. 

  

（６） あなたはどこでこれらの写真をとったのですか。 

 
Where did you take these pictures ? 

  

（７） 私はこの前の夏に家族と沖縄へ行きました。 

 
I went to Okinawa with my family last summer. 

  

（８） 私は昨日の午後，図書館で宿題をしました。 

 
I did my homework in the library yesterday afternoon. 

 

 



 

基本 解答 

 

１ 規則動詞の過去形  次の動詞は原形です。 それぞれ過去形に直して書きなさい。 

（１） enjoy （２） study （３） use （４） stop 

 enjoyed  studied  used  stopped 
 

２ 不規則動詞の過去形  次の動詞は原形です。 それぞれ過去形に直して書きなさい。 

（１） go （２） come （３） see （４） have 

 went  came  saw  had 
        
（５） get （６） give （７） run （８） make 

 got  gave  ran  made 
        

（９） take （10） write （11） buy （12） teach 

 took  wrote  bought  taught 
 

３ 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。 

 私の妹は，この前の土曜日にかばんを買いました。 

 （  a bag  /  Saturday  /   sister   /   bought   /   my   /   last   /  .  ） 

 
My sister bought a bag last Saturday. 

② 次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） We ran in the park yesterday.  （日本語に） 私たちは昨日，公園で走りました。 

（２） 彼は去年，カナダへ行きました。  （英語に） He went to Canada last year. 

（３） I see a big dog.  （「この前の日曜日に」を加えた文に） I saw a big dog last Sunday. 
   

４ 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 came here yesterday.  （否定文に） He didn’t come here yesterday. 

（２） She didn’t make a cake last week. （日本語に） 彼女は先週，ケーキをつくりませんでした。 

（３） 彼は去年，カナダへ行きませんでした。  （英語に） He didn’t go to Canada last year. 
 

５ 過去形の疑問文  次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） You had a good time.   （疑問文に） Did you have a good time ? 

（２） Did you take a picture three days ago ?（日本語に） あなたは３日前に写真をとりましたか。 

（３） 彼は去年，カナダへ行きましたか。   （英語に） Did he go to Canada last year ? 



 

発展 解答 

問題１  次の英文は A と Bの対話です。       に適語を１語ずつ書きなさい。 

（１） A： What did your sister buy last week ?    B：   She     bought   a new racket. 

（２） A： Where did your brother go ?             B：   He     went     to   Kyoto. 

（３） A： When did Jim and Taro see the movie ? B：   They     saw     it   last Sunday. 

（４） A： Who wrote this book ?           B： Natsume Soseki   did   . 

 

問題２  次の文を下線部をたずねる疑問文に書きかえなさい。 

（１） He made a chair yesterday. What did he make yesterday ? 

（２） She bought a cap last Sunday. When did she buy a cap ? 

（３） Kenji took the picture in London. Where did Kenji take the picture ? 

（４） He got up at seven. What time did he get up ? 

（５） Ms. Green made this cake. Who made this cake ? 

（６） They went there by bus. How did they go there ? 

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） あなたは昨日何をしましたか。 

 
What did you do yesterday ? 

  

（２） 彼女は昨夜，友達へ E メールを書きました。 

 
She wrote an e‐mail to her friend last night. 

  

（３） 私は今朝，７時に起きました。 

 
I got up at seven this morning. 

  

（４） 私は先月，おじから本をもらいました。 

 
I got a book from my uncle last month. 

  

（５） 私たちはこの前の土曜日に，いっしょに昼食を食べました。 

 
We had lunch together last Saturday. 

  

（６） あなたはどこでこれらの写真をとったのですか。 

 
Where did you take these pictures ? 

  

（７） 私はこの前の夏に家族と沖縄へ行きました。 

 
I went to Okinawa with my family last summer. 

  

（８） 私は昨日の午後，図書館で宿題をしました。 

 
I did my homework in the library yesterday afternoon. 

 

 


