
＜１―１＞ 春休みにしたことについて言えるようにしよう。（教科書 P8/9、ワーク P6/7） 
＜基本文＞「～しましたか？」と過去のことについてたずねたり，「～しました。」と答えたりするとき 

A: I watched a movie / in Narita / yesterday.      What did   you do
原形

? 
私は 見た。  映画を  成田で   昨日        何を～したの？ あなたはする。 

B: I  went  to Chiba   / with my family. 
 私は 行った。  千葉へ      家族と一緒に 

 
A の文は、「昨日したこと」を伝えているので、一般動詞 watch に-ed をつけて watched という形に変

え、「（普段）見る。」から「（過去に）見た。」という意味を表しています。 

 

B も過去にしたことを表していますが、「行った。」は go→goed とはせずに、went という新しい単語を

使って「行った。」を表します。このように、-ed をつけない一般動詞が多くあり、それらを不規則動詞と

して、-ed をつける規則動詞と区別しています。不規則動詞は 1 年生の 2 月の授業で習い、練習プリント

を活用して、すでに覚えているかと思います。まだ不十分という人は、読みながら練習して、覚えておき

ましょう。 

過去形とは 過去の状態や動作などを表すのが「過去形」の文である。動詞を過去形に変化させる。 
         ※動詞の過去形は主語によって変化しないので、I も He も We も My sister も、誰であっても動詞は同

じ形の過去形（played、watched など）を使う。 

過去形の作り方 
一般動詞には、規則的な変化（-ed をつける）をして過去形になる規則動詞と不規則な変化(go→went, come→
came など)をする不規則動詞がある。規則的な変化は語尾に ed をつける 
 
-ed のつけ方は 
1 年教科書の P122、124 やジョイフル 1 年の P98、118 に詳しく載っています。 
use→used などのｄだけつけるものや、study→studied のように y を i に変えてから ed をつけるものがあるので、特別
なものはノートに練習して暗記するとよいです。 
 
不規則動詞過去形 

go→went、see→saw、come→came、have→had、make→made、run→ran、read
リ ー ド

→read
レ ッ ド ゥ

 
 
不規則な変化は変化に決まりが無いため、すべて覚えなければいけません。 

過去の文でよく使われる単語 過去だとわかるキーワード 
yesterday (昨日)   this morning(今朝)  last night(昨夜)   last week(先週)   last year(去年)   
two days ago (2 日前)  last Monday(先週の月曜日)など  
 
例文 
Ken used the computer yesterday. ケンは昨日そのコンピュータを使った。  
I talked with him last night. 私は昨夜、彼と話をした。  
He played tennis three days ago. 彼は 3 日前、テニスをした。  
We went to the hospital last week. わたしたちは先週、病院に行った。  
My sister ate takoyaki this morning. 私の妹は今朝たこ焼きを食べた。 
 



肯定文（疑問文と否定文ではない、ふつうの文のこと） 
過去のことを表す肯定文では動詞を「過去形」に変化させる。 
 
現在形 「～します。」   I watch TV.   私はテレビを見ます。 
過去形 「～しました。」  I watched TV.    私はテレビを見ました。 
 
I studied English. 私は英語を勉強した。 
We enjoyed sports yesterday. 私達は昨日スポーツを楽しんだ。 
They ate lunch at twelve. 彼らは 12 時に昼食を食べた。 
My father took a lot of pictures there. 父はそこでたくさんの写真を撮った。  
 
疑問文  「～しましたか。～した？」 
助動詞 do, does の過去形は did なので、現在形の疑問文を過去形の疑問文にするには Do, Does を Did に変える。 
肯定文から疑問文を作るには文頭に Did をつけて一般動詞を原形にする。 
 

現在形 「～しますか？」  Q. Do you play
原 形

 tennis? あなたはテニスをしますか。     A. Yes, I do.    

過去形 「～しましたか？」  Q. Did you play
原 形

 tennis? あなたはテニスをしましたか。   A. Yes, I did. 
 

肯定文(ふつうの過去の文)        Emi went
過 去 形

 to Osaka yesterday.   絵美は昨日大阪に行った。 

疑問文「～しましたか？」     Did
助動詞

 Emi go
原 形

 to Osaka yesterday?  絵美は昨日大阪に行ったの？ 

例 

Did Yumi study
原 形

 English yesterday?   ユミは昨日英語を勉強しましたか。 
No, she didn't.  いいえ、しませんでした。 
What did you study last night? あなたは昨夜、何を勉強しましたか。 
When did you go to Tokyo Disneyland last? 最後にディズニーランドに行ったのはいつですか。 
 
否定文  「～しませんでした。～しなかった。」 
助動詞 don't doesn't の過去形は didn't なので、現在形の否定文を過去形の否定文にするには don't, doesn't を
didn't に変える。肯定文から否定文をつくるには、動詞の前に didn't をいれて動詞を原形にする。 

現在形 「～しません。」     I don't have
原 形

 breakfast. 私は朝食を食べません。 

過去形 「～しませんでした。」  I didn't have
原 形

 breakfast. 私は朝食を食べなかった。 
 

肯定文(ふつうの過去の文)     Mark      listened
過 去 形

 to music last night. マイクは昨夜音楽を聴いた。 

否定文「～しませんでした。」    Mark didn’t
助 動 詞

  listen
原 形

  to music last night.  マイクは音楽を聴かなかった。 
 
例 

I didn't ski
原 形

 this winter. わたしはこの冬スキーしませんでした。  
Emi didn't have breakfast yesterday morning. エミは昨日の朝、朝食を食べなかった。  



＜１―１＞ 春休みにしたことについて言えるようにしよう。(教科書 P8/9、ワーク P6/7) 

＜基本文＞「～しましたか？」と過去のことについてたずねたり，「～しました。」と答えたりするとき 

A: I watched a movie / in Narita / yesterday.      What did   you do
原形

? 

私は 見た。  映画を  成田で   昨日        何を～したの？ あなたはする。 

B: I  went  to Chiba   / with my family. 
 私は 行った。  千葉へ      家族と一緒に 

英文の意味を書きなさい。 

1. Did you study math last night?                 No, I didn’t. 
あなたは 
 

2. I did not help my mother yesterday. 
私は 
 

3. My sister cooked lunch last Saturday. 
私の姉は 

 
 
次の語を正しく並べ替えなさい。 
１． 先週の日曜は公園に行きましたか。 

(   go  /  the park  /  Sunday  /  did  /  to  /  you  /  last  /  ?  ) 
 
 
 
２． うん。僕はそこでたくさん写真を撮ったんだ。 

Yes.  (  pictures  /  there  /  took  /  a lot of  /  I  /  .  ) 
 
 
 
 
質問に答えよう。 
1. Did you watch TV this morning? 
 
 
2. Where did Jorge live 20 years ago?      (Italy? Spain? Portugal? ) 
 
 
3. What did you do last Sunday? 
 
 
次の文を英語に直しなさい。 
１． マイク（Mike）は昨日野球をしましたか。 
 
 
２． あなたは昨日どこで昼食を食べましたか。 
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＜１―１＞ 春休みにしたことについて言えるようにしよう。(教科書 P8/9、ワーク P6/7) 

 

＜基本文＞「～しましたか？」と過去のことについてたずねたり，「～しました。」と答えたりするとき 

A: I watched a movie / in Narita / yesterday.      What did   you do
原形

? 
私は 見た。  映画を  成田で   昨日        何を～したの？ あなたはする。 

B: I  went  to Chiba   / with my family. 
 私は 行った。  千葉へ      家族と一緒に 

 
＜新語＞意味を書きましょう。 
vacation<ｳﾞｧｹｲｼｮﾝ>          took<ﾄｩｯｸ>                   
take<ﾃｲｸ>                     caught<ｺｰﾄｩ>                  
catch<ｷｬｯﾁ>              saw<ｿｰ>                                 
see<ｼｰ>                   panda<ﾊﾟﾝﾀﾞ>                             
go fishing<ｺﾞｰﾌｨｯｼﾝｸﾞ>                                         
garden<ｶﾞｰﾃﾞﾝ>                    rock<ﾛｯｸ>                                   
traditional<ﾄｩﾗﾃﾞｨｼｮﾅﾙ>           for the first time<ﾌｫｰｻﾞﾌｧｰｽﾄｩﾀｲﾑ>                                   
 

 Listening & Reading  

１．由紀とウッド先生は何について話していますか。 
 
２．だれが、いつ、どこに行ったかを答えなさい。 
 
３．ウッド先生はなにを見ましたか。 
 
４．それ（１の答え）はどのようなものですか。 
 
５．ウッド先生はほかに何をしたか、わかるだけ書いてみましょう。 
・ 
・ 
 

 True or False  

    a) Ms. Wood enjoyed her vacation last Sunday.  [  T  /  F  ] 
    b) Yuki saw a karesansui garden for the first time.  [  T  /  F  ] 
    c) Ms. Wood took a lot of pictures in Kyoto.  [  T  /  F  ] 
 

 Q＆A  

1. Did Yuki visit a karesansui garden? 
 

2. Where did Ms.Wood go during spring vacation?   ※春休み中  （誰が、どうした。何を、の順で答える） 
 
3. What dishes did she have in Arashiyama? 
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＜１―１＞ 春休みにしたことについて言えるようにしよう。 

＜基本文＞「～しましたか？」と過去のことについてたずねたり，「～しました。」と答えたりするとき 

A: I watched a movie / in Narita / yesterday.      What did   you do
原形

? 
私は 見た。  映画を  成田で   昨日        何を～したの？ あなたはする。 

B: I  went  to Chiba   / with my family. 
 私は 行った。  千葉へ      家族と一緒に 

英文の意味を書きなさい。 
1. Did you study math last night?                 No, I didn’t. 

あなたは昨夜 数学を勉強しましたか。      いいえ、しませんでした。 
2. I did not help my mother yesterday. 

私は昨日 母を手伝いませんでした。助けませんでした。 
3. My sister cooked lunch last Saturday. 

私の姉は先週の土曜に 昼食を作りました。 
 
次の語を正しく並べ替えなさい。 
１． 先週の日曜は公園に行きましたか。 

(   go  /  the park  /  Sunday  /  did  /  to  /  you  /  last  /  ?  ) 
     Did you go to the park last Sunday? 
２． うん。僕はそこでたくさん写真を撮ったんだ。 

Yes.  (  pictures  /  there  /  took  /  a lot of  /  I  /  .  ) 
     I took a lot of pictures there. 
 
質問に答えよう。 
1. Did you watch TV this morning?    Yes, I did.  または   No, I didn’t. 
 
2. Where did Jorge live 20 years ago?      (Italy? Spain? Portugal? ) 

He lived in Portugal  (20 years ago). 
 

3. What did you do last Sunday? 

   I stayed home all day.  I watched Sazae-san.  I studied English.   など  

 
次の文を英語に直しなさい。 
１． マイク（Mike）は昨日野球をしましたか。 
      Did Mike play baseball yesterday? 
 
２． あなたは昨日どこで昼食を食べましたか。 
      Where did you eat(have) lunch yesterday? 
 



＜１―１＞ 春休みにしたことについて言えるようにしよう。 

＜基本文＞「～しましたか？」と過去のことについてたずねたり，「～しました。」と答えたりするとき 

A: I watched a movie / in Narita / yesterday.      What did   you do
原形

? 
私は 見た。  映画を  成田で   昨日        何を～したの？ あなたはする。 

B: I  went  to Chiba   / with my family. 
 私は 行った。  千葉へ      家族と一緒に 

＜新語＞意味を書きましょう。 
vacation<ｳﾞｧｹｲｼｮﾝ>    休暇    took<ﾄｩｯｸ>    take の過去形 とった。      

take<ﾃｲｸ>  とる。行う。連れて行く。  caught<ｺｰﾄｩ>   catch の過去形 つかまえた。      

catch<ｷｬｯﾁ>  つかまえる。      saw<ｿｰ>    see の過去形 見かけた。会った。    

see<ｼｰ>      見かける。会う。      panda<ﾊﾟﾝﾀﾞ>       パンダ                     
go fishing<ｺﾞｰﾌｨｯｼﾝｸﾞ>     釣りに行く。                                 

garden<ｶﾞｰﾃﾞﾝ>    庭・庭園         rock<ﾛｯｸ>     岩・石                             
traditional<ﾄｩﾗﾃﾞｨｼｮﾅﾙ> 伝統的な       for the first time<ﾌｫｰｻﾞﾌｧｰｽﾄｩﾀｲﾑ>  初めて                                                    
 Listening & Reading  

１．由紀とウッド先生は何について話していますか。 
  春休みのこと。京都旅行。など 
２．だれが、いつ、どこに行ったかを答えなさい。 
  ウッド先生が先週の日曜に京都に行った。 
３．ウッド先生はなにを見ましたか。 
  枯山水庭園 
４．それ（１の答え）はどのようなものですか。 
  日本式の石や岩の庭。伝統的。など 
５．ウッド先生はほかに何をしたか、わかるだけ書いてみましょう。 

・たくさん写真を撮った。 
・嵐山で田楽と湯豆腐を食べた。 

 True or False  

    a) Ms. Wood enjoyed her vacation last Sunday.  [  ○T   /  F  ] 
    b) Yuki saw a karesansui garden for the first time.  [  T  /  ○F   ] 
    c) Ms. Wood took a lot of pictures in Kyoto.  [  ○T   /  F  ] 
 Q＆A  

1. Did Yuki visit a karesansui garden? 
Yes, she did. 

2. Where did Ms.Wood go during spring vacation?   ※春休み中  （誰が、どうした。何を、の順で答える） 

She went to Kyoto. 
3. What dishes did she have in Arashiyama? 

She had yudofu and dengaku (there そこで). 
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