
一般動詞の過去形（復習①）

【問１】下線部を尋ねる疑問文に変え、更にその疑問文を

日本語に訳しなさい。

① He went to Tokyo last month.

② Your brother bought a new camera yesterday.

③ Nancy's mother played tennis in the park.

④ Keiko made four dolls last year.

⑤ Jack borrowed Nancy's bike last Sunday.

【問２】下線部に後ろの（ ）内の語を過去形に変えて入

れ、更に日本語に訳しなさい。

① I Mr. Watson at the station yesterday morning.

（ meet ）

② He many pictures in Kyoto last summer. (take)

③My sister up early this morning. (get)

④ The tall man four languages. (speak)

⑤ Her mother my sister. (know)

【問３】次の各文の文末に（ ）内の語を付けて全文を書

き直し、更に直した文を日本語にしなさい。

① He comes to the meeting at four. (yesterday)

② I have a good time at the party. (last Sunday)

③ Does he use your car? (last night)

④We eat breakfast at seven in the morning. (yesterday)

⑤ They do their homework in the library. (last Monday)

⑥ He runs to the station. (this morning)

⑦ She reads two books. (yesterday afternoon)

⑧Mr. Yamaguchi teaches math and science. (last year)

【問４】次の日本語を英語にしなさい。

①あなたは、昨日、何の教科を勉強しましたか。私は、英

語を勉強しました。

②誰がこの絵を描いたのですか。私の兄です。

③あなたは、この本をどこで買いましたか。私は、それを

あの本屋さんで買いました。

一般動詞の過去形（復習①）

【問１】

①When did he go to Tokyo? 彼は、いつ東京に行きま

したか。

②What did your brother buy yesterday? あなたの兄さ

んは、昨日何を買いましたか。

③Where did Nancy's mother play tennis? ナンシーのお

母さんは、どこでテニスをしましたか。

④ How many dolls did Keiko make last year? 恵子は、

去年いくつの人形を作りましたか。

⑤Whose bike did Jack borrow last Sunday? ジャック

は、先週の日曜日、誰の自転車を借りましたか。

【問２】

① met 私は、昨日の朝、駅でワトソン氏に会った。

② took 彼は、去年の夏、京都でたくさんの写真を撮っ

た。

③ got 私の姉は、今朝早く起きた。

④ spoke その背の高い男性は、四カ国語を話した。

⑤ knew 彼女の母は、僕の姉さんを知っていた。

【問３】

① He came to the meeting at four yesterday. 彼は、昨

日４時にミーティングに来た。

② I had a good time at the party last Sunday. 僕は、先

週の日曜日、パーティで楽しい時を過ごした。

③ Did he use your car last night? 彼は、昨夜、あなたの

車を使いましたか。

④We ate breakfast at seven in the morning yesterday.

私たちは、昨日、朝７時に朝食を食べた。

⑤ They did their homework in the library last Monday.

彼らは、先週の月曜日、図書館で彼らの宿題をした。

⑥ He ran to the station this morning. 彼は、今朝、駅ま

で走った。

⑦ She read two books yesterday afternoon. 彼女は、昨

日の午後、２冊の本を読んだ。

⑧Mr. Yamaguchi taught math and science last year. 山

口先生は、去年、数学と理科を教えた。

【問４】

①What subject did you study yesterday? I studied

English.

②Who painted this picture? My brother did.

③Where did you buy this book? I bought it at that

bookstore.


