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中学１年英語 1-８ be 動詞の過去形        解説と例題            実施日  / 

                              年  組  番 氏名              

めあて「過去の状態について伝えたり、尋ねたりする表現について理解する」 

☑ 「～でした」と過去の状態や状況を言うときは、be 動詞の過去形 was, were を使います。 

  ○例  It was cloudy yesterday.     「昨日はくもりでした。」  

☑ 「～ではありませんでした」と否定するときは was, were の後に not をつけます。 

  ○例  It was not sunny yesterday.  「昨日は晴れではありませんでした。」  

※短縮形は、was not＝wasn’t, were not＝weren’t となります。 

☑ 「～でしたか」と尋ねるときは、was, were を主語の前に置きます。 

  ○例  Was it cloudy yesterday?    「昨日はくもりでしたか。」 

答えるときは次のように言います。 

     Yes, it was. / No, it wasn’t. 「はい、そうでした。」/ 「いいえ、そうではありませんでした。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日本語に合うように、(      )内から適語を選び、〇で囲みましょう。 

（１）They ( was / were ) in Kyoto last month.   彼らは先月、京都にいました。 

 

（２）My father ( wasn’t / weren’t ) busy yesterday.   私の父は昨日、忙しくありませんでした。 

 

（３）We ( was / were ) elementary school students two years ago.  

私達は２年前、小学生でした。 

解答・解説 

 １ 主語に注目しましょう。主語が単数なら was で、 you または複数なら were になります。 

    （１）They ( was / were ) in Kyoto last month. 

     【解説】They が主語なので were となります。  

  （２）My father ( wasn’t / weren’t ) busy yesterday.  

    【解説】主語 My father は単数なので be 動詞は was になり、否定文では was の後に 

not を置きます。 

  （３）We( was / were ) elementary school students two years ago. 

     【解説】We は複数形の主語なので were となります。 

主語 
be 動詞 

現在形 過去形 

 

単数 

I am was 

you are were 

he / she / it is was 

複数 we / you / they are were 

 

主語によって 

用いる be 動詞は 

異なります。 
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２ 日本語に合うように、（    ）内に適する語を、それぞれ１語ずつ書き入れましょう。 

（１）Kaito (            ) tired last night.  カイトは昨夜疲れていた。  

    

（２）(            ) your sister at home yesterday?  あなたの妹は、昨日家にいましたか。 

   

（３）Asami and Meg (            ) busy last week.  アサミとメグは先週、忙しくなかった。 

３ 正しい英文になるように、[ ]内の語句を並べかえ、全文を書きましょう。 

（１）[  Koji  /  happy  /  was  /  yesterday  ]. コウジは昨日、幸せでした。 

 

                                             

（２）[  Asami  /  yesterday  /  at home  /  not  /  was  ].  

アサミは昨日、家にいませんでした。 

 

                                             

（３）[  the class  /  was  /  difficult  ]? その授業は難しかったですか。 

 

                                             

解答・解説 

２ 過去形の文の形を考えてみましょう。 

 （１）Kaito ( was ) tired last night. 

   【解説】主語の Kaito に対する be 動詞は is です。is の過去形は was となります。 

 （２）( Was ) your sister at home yesterday? 

      【解説】主語の your sister（あなたの妹）に対する be 動詞は is です。過去形の疑問文なので 

is の過去形の Was を主語の前に置きます。 

 （３）Asami and Meg ( weren’t ) busy last week. 

    【解説】主語がアサミとメグという複数で、過去形なので be 動詞は were です。「忙しくなか

った」という否定文の were not を短縮した weren’t となります。 

解答・解説 

３ 肯定文・疑問文・否定文において、be 動詞を置く場所を考えましょう。 

 （１）Koji was happy yesterday. 

   【解説】肯定文では主語 Koji の後に was を置きます。 

その後は、形容詞( happy )＋時( yesterday )の順番になります。 

 （２）Asami was not at home yesterday. 

    【解説】否定文では主語 Asami の後に be 動詞の was、次に not を順番に置きます。 

 （３）Was the class difficult ? 

   【解説】疑問文では was を主語 the class（その授業）の前に置きます。 
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中学１年英語 1-８ be 動詞の過去形     演習問題１         実施日  ／ 

                年  組  番 氏名              

 

１ 次の日本文に合うように(    )内から適する語を選び、○で囲みましょう。 

（１）I (  was  /  were  ) the starter in the game yesterday.   

      私は昨日試合で先発だった。  

（２）(  Is  /  Was  ) it sunny yesterday?    

      昨日は晴れていましたか。 

（３）You (  wasn’t  /  weren’t  ) tired after the P.E. class. 

      あなたは体育の授業の後、疲れていませんでした。 

 

２ 次の文を[    ]内の指示に従って書きかえましょう。    

（例） He was a dictionary writer.  [～でしたか、という疑問文に] 

    Was he a dictionary writer?  

 

（１） She was a pianist.  [～でしたか、という疑問文に]   

   

                                              

（２） Our teachers were angry again. [～でしたか、という疑問文に]  

 

                                                                                 

（３） Asami and I were ready for school. [～ではなかった、という否定文に]       

 

                                                

（４） Josh was sick yesterday. [～ではなかった、という否定文に]  

 

                                               

（５） Kaito is excited today. [today を yesterday に変えて、過去形の文に]      

 

                                               

（６） They are nervous about the speech contest. [last Saturday を加えて、過去形の文に]  
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中学１年英語 1-８ be 動詞の過去形    演習問題１解答  

                年  組  番 氏名              

 

１ 次の日本文に合うように(      )内から適する語を選び、○で囲みましょう。 

（１）I (  was  /  were  ) the starter in the game yesterday.   

      私は昨日試合で先発だった。  

（２）(  Is  /  Was  ) it sunny yesterday ?    

      昨日は晴れていましたか。 

（３）You (  wasn’t  /  weren’t  ) tired after the P.E. class. 

      あなたは体育の授業の後、疲れていませんでした。 

 

２ 次の文を[    ]内の指示に従って書きかえましょう。    

（例） He was a dictionary writer.  [～でしたか？という疑問文に] 

    Was he a dictionary writer?  

（１） She was a pianist. [～でしたか、という疑問文に]   

   

      Was she a pianist?                                

（２） Our teachers were angry again. [～でしたか、という疑問文に]  

 

      Were our teachers angry again?                                              

（３） Asami and I were ready for school. [～ではなかった、という否定文に]       

 

      Asami and I weren’t ( were not ) ready for school.                 

（４） Josh was sick yesterday. [～ではなかった、という否定文に]  

 

      Josh wasn’t ( was not ) sick yesterday.                      

（５） Kaito is excited today. [today を yesterday に変えて、過去形の文に]      

 

      Kaito was excited yesterday.                          

（６） They are nervous about the speech contest. [last Saturday を加えて、過去形の文に]  

 

      They were nervous about the speech contest last Saturday.              
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中学１年英語 1-８ be 動詞の過去形    演習問題 2         実施日  ／ 

                年  組  番 氏名              

１  次の[      ]内の語句を並べかえ意味の通る英文を完成させましょう。文頭の語は大文字で 

始めましょう。 

（例）[  the  /  was  /  my room  /  in  /  I  ]. 私は自分の部屋にいました。 

         I was in my room.   

 

（１）[  the baseball team  /  was  /  on  /  I  /  at school  ] last year.  

私は去年、学校の野球チームに入っていました。 

    

                                                 

（２）[  were  /  Japanese comic books  /  France  /  popular  /  in  ]. 

日本のマンガ本はフランスで人気がありました。 

 

                                              

（３）[  Kaito  /  was  /  his room  /  yesterday  /  in  ]? 

        カイトは昨日部屋にいましたか。 

 

                                              

（４）[  happy  /  you  /  for her  /  were  ]? 

あなたは彼女のこと嬉しかったですか。 

 

                                              

（５）[  was  /  an  /  it  /  easy sport  /  not  ].  

それは簡単なスポーツではなかった。 

 

                                              

（６）[  not  /  my bicycle  /  new  /  was  ].          

       私の自転車は新しくなかった。                      

 

                                              

（７）[  was  /  what  /  the problem  ]? 

       何が問題だったのですか。 
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中学１年英語 1-８ be 動詞の過去形     演習問題 2 解答  

                年  組  番 氏名              

 

１  次の[      ]内の語句を並べかえ意味の通る英文を完成させましょう。文頭の語は大文字で 

始めましょう。 

（例）[  was  /  my room  /  in  /  I  ]. 私は自分の部屋にいました。 

         I was in my room.   

 

（１）[  the baseball team  /  was  /  on  /  I  /  at school  ] last year.  

私は去年、学校の野球チームに入っていました。 

    

        I was on the baseball team at school last year.                

（２）[  were  /  Japanese comic books  /  France  /  popular  /  in  ]. 

日本のマンガ本はフランスで人気がありました。 

 

     Japanese comic books were popular in France.                

（３）[  Kaito  /  was  /  his room  /  yesterday  /  in  ]? 

        カイトは昨日部屋にいましたか。 

 

     Was Kaito in his room yesterday?                       

（４）[  happy  /  you  /  for her  /  were  ]? 

あなたは彼女のこと嬉しかったですか。 

 

     Were you happy for her?                           

（５）[  was  /  an  /  it  /  easy sport  /  not  ].  

それは簡単なスポーツではなかった。 

 

     It was not an easy sport.                           

（６）[  not  /  my bicycle  /  new  /  was  ].          

       私の自転車は新しくなかった。                      

 

     My bicycle was not new.                            

（７）[  was  /  what  /  the problem  ]? 

       何が問題だったのですか。 

 

     What was the problem?                            


