
Name英語２ ユニット１ 過去を表す文①

動詞の過去形を使う場合がわかる。

次の英文の（ ）内の語の正しいほうを選びなさい。

She ( is / was ) tired yesterday.（１）

( Is / Was ) Ken happy in his childhood?（２）

Cathy and Kate ( are / were ) students now.（３）

She ( watches / watched ) TV last night.（４）

( Was / Did ) he play tennis yesterday?（５）

英語２ ユニット１ 過去を表す文②

動詞の過去形を正しく表すことができる。

次の( )内の語を適する形に直しなさい。

It ( is ) very hot last month.（１）

I ( am ) in my house last Sunday.（２）

He and I ( meet ) at the station last night.（３）

My friend ( read ) a newspaper at six every morning.（４）

Bob ( eat ) Japanese food yesterday.（５）

英語２ ユニット１ 過去を表す文③

過去形の疑問文や否定文を作ることができ，応答することができる。

［ ］内の指示にしたがって英文を書きなさい。

（１） ［疑問文にする〕He was a doctor last year.

（２） ［否定文にする］They were sleepy.

（３） ［疑問文にする］He ran by the river this morning.

（４） ［否定文にする］Ken visited her last Monday.

（５） ［自分の立場で答え，もう一文続ける］Did you study last night?



英語２ ユニット１ 過去を表す文④

疑問詞を含む文を使って，過去のことを質問したり応答したりすることができる。

次の文の に適する語を入れ，問答文を完成させなさい。

A: did you eat for dinner yesterday?（１）

B: I hamburg steak and salad.

A: time did you go to bed yesterday?（２）

B: I to bed at 11 o'clock.

A: he a junior high school student three years ago?（３）

B: Yes, he .

A: yesterday?（４）

B: I think that she was fine.

A: Jun play yesterday?（５）

B: He played basketball.

英語２ ユニット１ 過去を表す文⑤

場面に応じて，過去形を使って自分のことを表現することができる。

あなたの昨日の出来事について，４文以上で日記を書きなさい。



＜ 解答 ＞英語２ ユニット１ 過去を表す文①

【解答】

She ( was ) tired yesterday.（１）

( Was ) Ken angry then?（２）

Cathy and Kate ( are ) students now.（３）

She ( watched ) TV last night.（４）

( Did ) she play tennis yesterday?（５）

英語２ ユニット１ 過去を表す文②

【解答】

It ( was ) very hot last month.（１）

I ( was ) in my house last Sunday.（２）

He and I ( met ) at the station last night.（３）

My friend ( reads ) a newspaper at six every morning.（４）

Bob ( ate ) Japanese food yesterday.（５）

英語２ ユニット１ 過去を表す文③

【解答例】

Was he a doctor last year?（１）

They weren't sleepy.（２）

Did he run by the river this morning?（３）

Ken didn't visit her last Monday.（４）

（５） ／ などYes, I did. I studied math. No, I didn't. I watched TV last night.
【採点基準】

正確に書けていれば正解 大文字・小文字，ピリオド，スペルミス等に注意

英語２ ユニット１ 過去を表す文④

【解答】

A: What did you eat for dinner yesterday?（１）

B: I ate/had hamburg steak and salad.
A: What time did you go to bed yesterday?（２）

B: I went to bed at 11 o'clock.
A: Was he a junior high school student three years ago?（３）

B: Yes, he was.
A: How was she yesterday?（４）

B: I think that she was fine.
A: What sport did Jun play yesterday?（５）

B: He played basketball.
【解説】

（４）の は も可能だが 「元気でなかった」場合， の方がよい。B wasn't I don't think that she was fine.，

英語２ ユニット１ 過去を表す文⑤

【解答例】

Sunday, April 25th
I got up at six in the mornig. I went shopping with my friend and I bought a new
pencase. My friend Yuki bought a new notebook. We had a good time.

【解説】

１）４文以上の英文であること

２）過去形を使っていること

３）多少の綴りのミスや文法の誤りは可とする


