
過去形・未来形・助動詞（１）No.1

【１】現在形の 動詞を全て言いなさい。be
【２】 動詞の使われた文を過去形にするには、どうすればbe

良いですか。

【３】次の各文の後ろに（ ）内の語を付け、全文を書き換

え、さらに日本語に直しなさい。

) ( )1 My mother is very busy. last Sunday

) （ ）2 I am a student of this school. ten years ago

) ( )3 Their parents are very kind to me. yesterday

4 Are you free? yesterday afternoon No, I'm not.) ( )

) ( )5 My brother is playing soccer in the park. then

【４】次の一般動詞の意味を言い、さらに過去形を言いなさ

い。

1 have)

2 go)

3 make)

4 take)

5 speak)

6 need)

7 stand)

8 practice)

9 help)

10 stop)

11 study)

12 read)

13 see)

14 get)

15 know)

16 sit)

17 say)

18 carry)

19 follow)

20 drive)

21 come)

22 drink)

【５】次の各文の後ろに（ ）内の語を付け、全文を書き換

え、さらに日本語に直しなさい。

) （ ）1 I get up at six. yesterday morning
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is, am, are【１】

【２】 と は に変え、 は に変えれば良い。is am was are were

【３】

) 僕のお母さんは1 My mother very busy last Sunday.was
先週の日曜日とても忙しかった。

) 私は１０年2 I a student of this school ten years ago.was
前、この学校の生徒だった。

) 彼らの両3 Their parents very kind to me yesterday.were
親は、昨日僕にとても親切だった。

) あな4 you free yesterday afternoon? No, I n't.Were was
たは昨日の午後ひまでしたか。いいえ、ひまではありませ

んでした。

) 僕の兄5 My brother playing soccer in the park then.was
さんは、そのとき公園でサッカーをしていました。

【４】

1 had)持っている、食べる

2 went)行く

3 made)作る

4 took)取る、乗る

5 spoke)話す

6 needed)必要とする

7 stood)立つ

8 practiced)練習する

9 helped)手伝う、助ける

10 stopped)止まる、止める

11 studied)勉強する

12 read)読む

13 saw)見る、会う

14 got)手に入れる

15 knew)知っている

16 sat)座る

17 said)言う

18 carried)運ぶ

19 followed)従う、ついて行く

20 drove)運転する

21 came)来る

22 drank)飲む

【５】

) 僕は昨日の朝、６時に1 I up at six yesterday morning.got
起きました。
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) ( )2 My mother makes a doll for my sister. yesterday

3 What do you have in your hand? then I have an old) ( )

coin.

4 What language do they speak? then They speak) ( )

French.

) ( )5 She takes a bus here. two days ago

) （そのまま過去の6 That man knows my father very well.
文にしなさい。）

7 Does she come to our house? last Monday Yes, she) ( )

does. She comes very early in the morning.

【６】未来形の文を作るには、どうすれば良いですか。また、

日本語訳は、どのようになりますか。

【７】次の各文の後ろに（ ）内の語を付け、全文を書き換

え、さらに日本語に直しなさい。（未来の助動詞を使うこ

と）

) （ ）1 Kenji and I play tennis in the park. tomorrow

) ( )2 My friend goes to New York. next month

) （ ：将来）3 His brother becomes a teacher. in the future

) （ ）4 What do you buy at the store? next Saturday

) （ ）5 My father is free. tomorrow

) （ ）6 He doesn't read this book. tonight

) （ ）7 What do you do? tomorrow afternoon

) （ ）8 We have a party for Mr. Watanabe. next Sunday

) （ ）9 It rains. tomorrow night

過去形・未来形・助動詞（１）No.2

) 私の母2 My mother a doll for my sister yesterday.made
は、昨日、私の妹のために人形を作った。

3 What you in your hand then? I an old coin.) did have had
その時、あなたはあなたの手に何を持っていましたか。私

は古いコインを持っていました。

4 What language they then? They French.) did speak spoke
その時、彼らは何語を話しましたか。彼らはフランス語を

話しました。

) 彼女は、２日前、ここ5 She a bus here two days ago.took
でバスに乗った。

) その男の人は、僕6 That man my father very well.knew
の父をとてもよく知っていた。

7 she to our house last Monday? Yes, she .)Did come did
先週の月曜日、彼She very early in the morning.came

女は私達の家に来ましたか。はい、来ました。彼女は朝、

とても早く来ました。

will be【６】動詞の前に未来の助動詞 を置くか、または

を置く。意味は、「～するでしょう」、「～するつもgoing to
り」、「～する予定です」となる。

【７】

) 健二1 Kenji and I tennis in the park tomorrow.will play
と僕は、明日、公園でテニスをするつもりです。

) 僕の友達2 My friend to New York next month.will go
は、来月ニューヨークに行く予定です。

) 彼の兄3 His brother a teacher in the future.will become
は、将来、先生になるつもりです。

) あなた4 What you at the store next Saturday?will buy
は、来週の土曜日その店で何を買うつもりですか。

) 私の父は、明日、ひま5 My father free tomorrow.will be
でしょう。

) 彼は、今夜、6 He this book tonight.won't will not read( )

この本を読まないでしょう。

) あなたは明日の7 What you tomorrow afternoon?will do
午後、何をするつもりですか。

) 私8 We a party for Mr. Watanabe next Sunday.will have
達は、来週の日曜日、渡辺氏のためにパーティーをする

つもりです。

) 明日の夜、雨が降るでしょ9 It tomorrow night.will rain
う。


