
一般動詞の過去形（不規則動詞１）No.1

【１】不規則動詞とは何ですか。

【２】次の不規則動詞の意味を言い、更にその過去形

を言いなさい。

1 have)

2 go)
3 come)

4 write)

5 speak)

6 know)

7 make)

8 buy)

9 read)

10 teach)

【３】次の各文の後に( )内の語を付けて全文を書き

換え、更にそれを日本語に訳しなさい。

) ( )1 She has a pretty flower. yesterday

) ( )2 We go to Tokyo. last Sunday

) ( )3 My friend comes to my house. last night

) ( )4 I write a letter. yesterday morning

) ( )5 My brother speaks English at school. yesterday

) （そのまま過去形に）6 I know the story.
) ( )7 My mother makes a Japanese doll. two days ago

) ( )8 His father buys a new car. last month

) ( )9 She reads this book. a week ago

) ( )10 Mr. Tanaka teaches English at school. yesterday

【４ （ ）内の指示に従って書き換え、それを日本】

語にしなさい。

) （疑問文に）1 His brother made this box yesterday.

) （否定文に）2 We went to the park last Saturday.

) （否定文に）3 She knew my sister.

一般動詞の過去形（不規則動詞１）No.1

【１】 や を後に付けて過去形を規則的に作るこd ed
とが出来ない動詞

【２】

)持っている 「ハド」1 had
)行く 「ウェント」2 went
)来る 「ケイム」3 came
)書く 「ロウト」4 wrote
)話す 「スポウク」5 spoke
)知っている 「ニュー」6 knew
)作る 「メイド」7 made
)買う 「ボート」8 bought
)読む 「レッド」9 read
)教える 「トート」10 taught

【３】

) 彼女は 、き1 She a pretty flower .had yesterday 昨日

れいな花を持っていた。

先週の2 We to Tokyo .) わたし達はwent last Sunday
、東京へ行った。日曜日

) 私の友人は3 My friend to my house .came last night
、私の家に来た。昨夜

) 私は 、4 I a letter .wrote yesterday morning 昨日の朝

手紙を書いた。

) 私の兄5 My brother English at school .spoke yesterday
は 、学校で英語を話した。昨日

) 私はその話を知っていた。6 I the story.knew
) 私の7 My mother a Japanese doll .made two days ago
母は 日本人形を作った。２日前に

先8 His father a new car .) 彼の父はbought last month
、新しい車を買った。月

) 彼女は こ9 She this book .read a week ago 一週間前に

の本を読んだ。

) 田中10 Mr. Tanaka English at school .taught yesterday
先生は 、学校で英語を教えた。昨日

【４】

) 彼の兄は昨1 his brother make this box yesterday?Did
、 。（ ）日 この箱を作りましたか は に戻るmade make

) わたし達は先2 We go to the park last Saturday.didn't
週の土曜日、公園に行かなかった （ が に。 went go
戻る）

) 彼女は僕の姉さんを知ら3 She know my sister.didn't
なかった （ が に戻る）。 knew know


