
1章 過去・未来 1 lbe動詞の過去形    英2¬¬0)

●be動詞の復習   適するbe動詞を入れなさい。
(1)I(   )骨om chna  私は中国の出身です。
(2)You(    )a teacher あなたは先生です。
(3)He(    )busy today 彼は今日忙しい(です)。

☆be動詞の過去形
「～でした。～にいました。」と過去のことを言う場合は
be動詞を過去形にします。

anl …→ was

:S ~→ WaS

are→ were

I was busy  私は忙しかつた。

He was in Tokyo 彼は東京にいました。

We were happy 私たちは幸せでした。

1 wasiS'weret.tr.itttL\.
(1) My brother ( ) sick last night.

(2) They ( ) in China three years ago.

(3) You ( ) busy last week.

(4) It ( ) cold this morning.

(5) You and I ( ) good friends.

2日本文に直しなさい。
(1)This book was very interesJng

【

(2)I was in my room two hours ago   hour時 間

【

(3)lt was hotin Osaka yesterday

【

3英語で書きなさい。
(1)タクヤ(Takuya)は去年、高校生でした。  高校 hth schOd

(2)私たちは昨日公園にいました。

英211(2)

(3)私の母はテニスの選手でした。



1章 過去・未来 1-l be動 詞の過去形 英21¬ (1)

●be動詞の復習 適するbe動詞を入れなさい。
(1)I( oい )frorn chna  私は中国の出身です。
(2)You( ■/C )a teacher あなたは先生です。
(3)He( 千∫ )busy today 彼は今日忙しい(です)。

☆be動詞の過去形
「～でした.～ にいました。」と過去のことを言う場合は
be動詞を過去形にします。

am ―→ was

iS ~→ WaS

are―→ were

l was busy  私は忙しかった。

He wasin Toky。  彼は東京にいました。

We were happy 私たちは幸せでした。

1 wasr5.weret,l,?L/i8L\.
(1) My brother ( w a Sl sick last night.
(2) Thev ( \tJ tYZ )in China three years ago.
(3) You ( wcre )busy last week.
(4) It ( 

"" 
q J ) cold this morning.

(5) You and I ( wcrc ) good friends.

2日本文に直しなさい。
(1)This book was very interesting

【このメ)」 とてもおもしうナ,ル でび.

(2)I wasin my rOom two hOurs ago   hOur時 間

【イム、
`Z日

術悶漸仏のィ1ル l,_、 夕tt.
(3)■ was hot in Osaka yesterday

【 β鯵み′人「ス1ょ ンヶフLで
`.3英語で書きなさい。

(1)タクヤ(Takuya)は去年、高校生でした。  高校 hth schOd

英21¬ (2)

(2) /ι
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私たちは昨日公薗にいまし

(3)私の母はテニスの選手でした。 与
輸



●否 定文 「～ではありませんでした。」     葵2■¬
“

)

現在形のbe動詞の否定文は
He t not busy   彼は忙しくありません。

のように、be動詞(am,are,L)のあとに nOtを置きました。

過去形のbe動詞の否定文も was,wereの あとに notを置きます。
He was not busy 彼は忙しくありませんでした。
You were not busyあなたは忙しくありませんでした。

短縮形 was nOt→ wasnt were nOt→ weren't

3否定文にしなさい。また、出来た文の意味も書きなさい。
(1)They were in the‖ brary then   thenそ のとき

【

(2)TOm was at home yesterday

【

(3)This movie was interesung mOMe映 画

●疑 間文 「～でしたか 。～にいましたか 。」   葵2■¬141

He vvas busy yesterday

waξ
″
百ξ

´

    busy yesterday? 彼は昨日忙しかつたですか。

Yes,he was /No,he wasn't
過去形のbe動詞の疑間文も、現在形のbe動詞の疑問文と同様に
was,wereを主語の前に置きます。 答えるときも過去形のbe動詞で答える。

4疑問文に書き変えて、すべてNoで答えなさい。
(1)You were tred last night  ured疲 れた

(2) It was rainy yesterday.



機■●■     |  |
現在形のbe動詞の否定文は

He L■●t busy   彼は忙しくありません。
のように、be動詞(am,are,た)のあとに n●tを置きました。

過去形のbe動詞の否定文も was,wereの あとに■●[を置きます。
He.=■ IL● i busy 彼は忙しくありませんでした。
YOu、‐re not busy あなたは忙しくありませんでした。

短縮形 was nOt→ wasn t were not― werent

3否定文にしなさい。また、出来た文の意味も書きなさい。
(1)They were in the‖ brary then   IIげ _そ のとを
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(2) Tom was at home yesterday.

でした。」 英211(3)

…

(3)This
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●疑問文 「～でしたか。～にいましたか。」

He was busy yesterday.

warぃ。
´
  busy yesterday?彼 は昨日忙しかったですれ
Yes,,le was /No,he wasrlヽ

過去形のbe動詞の疑間文も、現在形のbe動詞の疑間文と同様に
was,wereを主語の前に置きます。 答えるときも過去形のbe動詞で答える。

4疑問文に書き変えて、すべて N。 で答えなさい。
(1)You were tired last night   tled疲 れた

(2) It was rainy yesterday.
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☆過去進行形 「～していました」 英211(5)

I am watching TV now 私は今テレビを見ています。

I was watching TV then 私はそのときテレビを見ていました。

現在進行形「～していますJは、現在行われている動作を表しました。

現在進行形の形→《be動詞(am,た ,are)+～ hg》

過去進行形「～していました」は、

過去のある時点で行われていた動作を表します。

過去進行形の形→《be動詞(was,were)+～ hg》

●過去進行形の否定文・疑問文
be動詞が含まれる文ですので、作り方は同じです。

She was playing tennis

否定文→ She was not Jaゾ ng ten面 s 彼女はテニスをしていませんでした。

疑問文→ Was she ph」 ng ten面 s? 彼女はテニスをしていましたか。

Yes,she was /No,she wasn't

糞211(6)

5過去進行形の文に書き変えなさい。また、出来た文の意味も書きなさい。

(1)Iread a book   →

【

(2)You made a cake

【

(3)Tom had sushlfor hnch

【

(4)i didn't study math

【

〈5)Did she do her homework?



☆過去進行形 「～していました」 盤
=上

Ю

I ant watchllg TV now 私は今テレビを見ています。

I was watching TV then 私はそのときテレビを見ていました。

現在進行形「～しています」は、現在行われている動作を表しました。
現在進行形の形→《be動詞(am,も ,are)+～ hg》

過去進イi形「～していました」は、

過去のある時点で行われていた動作を表します。

過去進行形の形一くbe動詞(was‐ were)Ⅲ …Ⅲ凛

'

●過去進行形の否定文・疑問文
be動詞が含まれる文ですので、作り方は同じです。

She was playing tennis

否定文→ She was not口 aゾ ng ten‖s 彼女はテニスをしていませんでした。

疑問文→ Was she pbゾ ng ten面 s? 彼女はテニスをしていましたか。

Yes. she was. / No, she wasn't.

英211(6)

5過去進行形の文に書き変えなさい。また、出来た文の意味も書きなさい。
(1) I read a book

i *u.G
(2) You made a cake.

(3) Tom had sushi for lunch.

(4)l didn't study math

]
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補充問題A 英211尽 1)

1次の文に am,are,た,was,wereの いずれか適する語を入れなさい。

(1)I(    )in London now

(2)Mr Sasaki(    )free last week

〈3)Tom andI(     )high school students last year

(4)They(       )playing baseba‖ now

(5)lt(    )raining at that time

(6)(       )you sick yesterday?

2次の対話が成り立つように、( )内に適する語を入れなさい。
(1)A:Were you busy yesterday?

B:Yes,(   )(   )
(2)A:(   )your mOther cleaning the room at that ume?

B:No,(   )(      )
(3)A:(     )(   )Tom dOing at ten last night?

B:He was sleeping

葉 2 1 lA12)

3次の日本文に合う英文になるように、( 】こ適する語を書きなさい。

(1)私たちは昨日、その町にいました。

We(   )h that town yesterday

(2)彼は先週、忙しくありませんでした。

He(         )busy last(        )

(3)エミは昨 日病気でしたか。 一―いいえ、病気ではありませんでした。

(      )Emi sick yeste"day? ―――No,(      )(         )

(4)私たちはそのとき夕食を食べていました。

We(     )(       )dinner then

(5)私は昨夜、音楽を聞いていませんでした。

1(      )(        )to music last night

(6)あなたは5時ごろ、公園を走つていましたか。

(        )you(            )in the park at about flve?

(7)あなたはそのとき何をしていましたか。

(            )(            )yOu (              )then?



補充問題A             英2■→点→

1次の文に am,are,L,was,wereの いずれか適する語を入れなさい。
(1)I( へ

“
 )in London now

(2)Mr Sasaki("a′ )free last week

(3)Tom andl( wι r2)high school students last year

(4)They〈 ょγι )playing baseba‖ now

(5)lt( "。 ,)raining at that jme

(6)(  、ヘリι′2)you sick yesterday?

2次の対話が成り立つように、( )内に適する語を入れなさい。
(1) A : Were you busy yesterday?

B:Yes,( L )( w"J).
(2) A : ( kJ 

", 
I ) your mother cleaning the room at that time?

B.No,( sl^( )( tJqJhI ).

(3)A:( W[.^l )( *"5 ) Tom doing at ten last night?

B;He was sleeping.

英2-1 lA(2)

3次の日本文に合う英文になるように、( )に適する語を書きなさい。

(1)私たちは昨日、その町にいました。

We( 肉
`yc)in that town yesterday

(2)彼は先週、忙しくありませんでした。

He(  いノ次
`И

 十 )busy last(  ヽ́υ′′ιk  )

(3)エミは昨日病気でしたか。 ―― いいえ、病気ではありませんでした。

( 、メ」次∫ )Emi sick yesterday? ―――No,( skι   )(  し劇α
`ぃ

「́ )

(4)私たちはそのとき夕食を食べていました。

We( "`′2 )( に、vinり   )dinner then
(5)私は昨夜、音楽を聞いていませんでした。

I(wasぃ■ )(1、lcハ ,り
 )to mudC bSt面

ght

(6)あなたは5時ごろ、公園を走つていましたか。

( 1´υcr2 )you(rしに、へ7、
ぅ  )in the park at about flve?

(7)あなたはそのとき何をしていましたか。

(   い′kだ卜 )〈 レυert     )you (    」 。1ぃ
し
'     )then?



補充問題B 英 2 1 lB(1)

1次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。

(1)昨夜はとても寒かったですか。

(cold/■ /last/was/very/night/?)

〈2)あなたは先週の火曜日、どこにいましたか。

(you/Tuesday/were/last/where/?)

(3)彼らはドアのそばに立っていました。

(the door/standing/they/by/were/?)

(4)そのときあなたは図書館で勉強していましたか。

(the‖brary/you/then/were/in/studying/?)

(5)ユミはどこで宿題をしていましたか。

(doing/was/homework/where/Yumi/her/?)

英 2 1 lB(2)

2次の文を〔  〕内の指示にしたがつて書きかえなさい。

(1)We are nOt free now〔下線部をyesterdayに変えて〕

(2)YOu were ten years dd hst year〔 下線部を Your Jstedこ 変えて〕

(3)Ths book was on the taЫ e〔下線部をTheseに変えて〕

(4)Tom took a bath〔 過去進行形の文に〕 bath風呂

(5)Dd he tJk about me?〔 過去進行形の文に〕

(6)She was watchtt TV at that tme〔 下線部をたずねる疑問文に〕



補充問題B

2次の文を〔  〕内の指示にしたがつて書きかえなさい。

(1)We are not free nOw〔下線部をyesterdayに変えて〕

英21 lB(1)

1次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。

(1)昨夜はとても寒かつたですか。

(cold/it/last/、 vas/very/night/?)

(2) あなたは先週の火曜日、どごにいましたか。

佐   fa

(3)彼ら|まドアのそばに立つていました。
( the door / standing / lhev / bv / were

(4)その

力ι/κ

(5)ユミ|まどこで宿題をしていましたか:

( doing / was ./ homework / where / Yumi / her / ? )

わ r

,
ι

^

英2 1lB(2)

( you ,/ Tuesday / were / last / where / ? )

ときあなた1ま 図書館で勉強してい
( the library z'you ./ then / were / in / sludying / ? )

鵡 2 "
.J- t
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(2)You were ten years dd bst year〔 下線部を Your dste‖ こ変えて〕

V,sa9 'lcn
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(3)Ths book was on the taЫ e〔下線部をTheseに変えて〕

■ヽ こs2  `。 。[`   ωζ re 州 ( +^ι f`

(4)Tom took a bath〔 過去進行形の文に〕 |..■.|

了。И ぃas
^|`卜

h, ^

(5)Dtt he tJk about me?〔 過去進行形の文に〕

(6)She was watchng TV at that ime〔 下線部をたずねる疑間文に〕
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