
中英1-9-1(1)
1. 規則動詞の過去形9章 一般動詞の過去形

過去形では 主語が何であっても、動詞の形は同じです。

「 ～ した。」「 ～ しました。」 と 過去のことを言うとき、

動詞の原形に ed をつけて表します。（過去形といいます）

過去形

現在形

I played soccer. 私はサッカーをしました。

I play soccer. 私はサッカーをします。

He played soccer.

He plays soccer.
三人称・単数・現在形の s

主語が 三人称・単数 でも 動詞の形は同じ



a , i , u , e , o 以外
子音字

中英1-9-1(2)
● 過去形の作り方

① ふつうは ed をつける

enjoy（楽しむ） enjoyed

cook（料理する） cooked

< ed > の発音に注意！

② 語尾が e のときは d だけつける

like （好き） liked

③ 語尾が＜子音字＋y ＞のときは y を i にかえて ed を つける

study （勉強する） studied

stop （止まる） stopped

一般動詞に ed をつける動詞を 規則動詞 と いいます。

エンジョイドゥ

クックトゥ

④ 語尾が＜短母音＋子音字＞のときは 子音字を重ねて ed を つける

これ1つだけ
覚えておこう！

（三人称・単数・現在形とおなじですね）



中英1-9-1(3)
1 過去形にしましょう。

(1) use（使う） (2) wash（洗う）

(3) visit（訪ねる） (4) carry（運ぶ）

yesterday（昨日） ---- yesterday morning（昨日の朝）

～ ago（～前） ---- three days ago（3日前）

last ～（この前の～、昨～） ---- last week（先週）

過去を表す語句

2 次の文を過去形の文にかえましょう。

(1) I watch TV.    

(2) He helps his mother.    

(3) Emi studies English.    



中英1-9-1(3)
1 過去形にしましょう。

(1) use（使う） used    〔d〕 (2) wash（洗う） washed    〔t〕

(3) visit（訪ねる） visited    〔id〕 (4) carry（運ぶ） carried    〔d〕

〔 〕内は ed の 発音

yesterday（昨日） ---- yesterday morning（昨日の朝）

～ ago（～前） ---- three days ago（3日前）

last ～（この前の～、昨～） ---- last week（先週）

過去を表す語句

2 次の文を過去形の文にかえましょう。

(1) I watch TV.    I watched TV.     

(2) He helps his mother.    He helped his mother.      

(3) Emi studies English.    Emi studied English.      



中英1-9-1(4)
3 日本文に合うように、英語を書き入れましょう。

(1) 私は昨日 ギターを弾きました。

I  the guitar .

(2) 彼女は昨年 アメリカを訪れました。

She  America  year.

(3) トムは2日前に 部屋をそうじしました。

Tom  his room  days .

(4) 私は昨夜 数学を勉強しました。

I  math  night.

(5) 私たちは この前の日曜日に パーティーを楽しみました。

We  the party  .



中英1-9-1(4)
3 日本文に合うように、英語を書き入れましょう。

(1) 私は昨日 ギターを弾きました。

I  played   the guitar yesterday    .

(2) 彼女は昨年 アメリカを訪れました。

She  visited    America  last    year.

(3) トムは2日前に 部屋をそうじしました。

Tom  cleaned    his room  two days ago  .

(4) 私は昨夜 数学を勉強しました。

I  studied    math  last    night.

(5) 私たちは この前の日曜日に パーティーを楽しみました。

We  enjoyed    the party  last    Sunday    .
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● 否定文 「～ しませんでした」

過去形の否定文 は、動詞の前に did not（短縮形 didn’t ） を つけ、

あとの動詞は 原形 にします。

I didn’t watch TV. 私はテレビを観ませんでした。

(1) She cooked dinner yesterday.

4 否定文にしましょう。

(2) I studied English last night.

I watched TV. 私はテレビを観ました。

(3) Tom used this computer this morning.

原形

夕食

他の否定文、覚えているか check！



中英1-9-1(5)
● 否定文 「～ しませんでした」

過去形の否定文 は、動詞の前に did not（短縮形 didn’t ） を つけ、

あとの動詞は 原形 にします。

I didn’t watch TV. 私はテレビを観ませんでした。

(1) She cooked dinner yesterday.

She didn't cook dinner yesterday.

4 否定文にしましょう。

(2) I studied English last night.

I didn't study English last night.

I watched TV. 私はテレビを観ました。

(3) Tom used this computer this morning.

Tom didn't use this computer this morning.

原形

夕食

他の否定文、覚えているか check！
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(4) I am playing tennis.

(5) You can speak English.

(6) I know that woman.

(7) She lives in Kyoto.

● 疑問文 「～ しましたか」

過去形の疑問文 は、do , does の 原形 did を
主語の前において、動詞は 原形 にします。

Did you play tennis? あなたはテニスをしましたか。

You played tennis. あなたはテニスをしました。

原形

No, I didn’t. いいえ、しませんでした。

Yes, I did. はい、しました。（答え方）



中英1-9-1(6)
(4) I am playing tennis.

I am not playing tennis.

(5) You can speak English.

You can't speak English.

(6) I know that woman.

I don't know that woman.

(7) She lives in Kyoto.

She doesn't live in Kyoto.

● 疑問文 「～ しましたか」

過去形の疑問文 は、do , does の 原形 did を
主語の前において、動詞は 原形 にします。

Did you play tennis? あなたはテニスをしましたか。

You played tennis. あなたはテニスをしました。

原形

No, I didn’t. いいえ、しませんでした。

Yes, I did. はい、しました。（答え方）



中英1-9-1(7)
5 疑問文にして、すべて Yes で答えましょう。

(1) You walked to school.    （あなたは学校へ歩いて行きました。）

Yes,   .

(2) Bob studied math last night.

Yes,   .

(3) They played soccer yesterday.

Yes,   .

中英1-9-1終了

他の疑問文も復習！

(4) You’re a soccer fan.

Yes,   .

(5) You go to the library.

Yes,   .

(6) Emi reads a book.

Yes,   .



中英1-9-1(7)
5 疑問文にして、すべて Yes で答えましょう。

(1) You walked to school.    （あなたは学校へ歩いて行きました。）

Do you walk to school? Yes,   I did   .

(2) Bob studied math last night.

Did Bob study math last night? Yes,   he did   .

(3) They played soccer yesterday.

Did they play soccer yesterday? Yes,   they did   .

中英1-9-1終了

他の疑問文も復習！

(4) You’re a soccer fan.

Are you a soccer fan? Yes,   I am   .

(5) You go to the library.

Do you go to the library? Yes,   I do   .

(6) Emi reads a book.

Does Emi read a book? Yes,   she does   .



中英1-9-1(補)

1 次の日本文に合うように、 に適する語を書きなさい。

(1) イチローは昨日、野球をしました。

Ichiro  baseball  .

(2) 彼らは昨年、京都を訪れました。

They  Kyoto  .

(3) 私は先週、そこへ行きませんでした。

I  there  .

(4) あなたは昨夜、何をしましたか。

you  last night?

補充問題

(5) 彼女は3年前、どこに住んでいましたか。

she  three years  ?



中英1-9-1(補)
2 次の文を 〔 〕内の指示にしたがって書きかえなさい。

(1) He washes his car. 〔文末に yesterday を加えて〕

(2) Nancy studied math last night. 〔否定文に〕

(3) Mr. Smith stayed in Nara last week. 〔疑問文に〕

(4) They played soccer after school. 〔下線部をたずねる文に〕



中英1-9-1(補)

1 次の日本文に合うように、 に適する語を書きなさい。

(1) イチローは昨日、野球をしました。

Ichiro  played    baseball  yesterday    .

(2) 彼らは昨年、京都を訪れました。

They  visited    Kyoto  last    year    .

(3) 私は先週、そこへ行きませんでした。

I  didn’t go    there  last    week    .

(4) あなたは昨夜、何をしましたか。

What   did    you  do    last night?

補充問題

(5) 彼女は3年前、どこに住んでいましたか。

Where   did    she  live    three years  ago   ?



中英1-9-1(補)
2 次の文を 〔 〕内の指示にしたがって書きかえなさい。

(1) He washes his car. 〔文末に yesterday を加えて〕

He washed his car yesterday.                         

(2) Nancy studied math last night. 〔否定文に〕

Nancy didn't study math last night.                 

(3) Mr. Smith stayed in Nara last week. 〔疑問文に〕

Did Mr. Smith stay in Nara last week?

(4) They played soccer after school. 〔下線部をたずねる文に〕

What did they do after school?


