
ENGLISH 2  文法練習プリント   be 動詞と一般動詞 過去 

 

 be 動詞（was, were） 一般動詞 

意
味 

①「～だった」  

I was happy. 

They were classmates. 
 

②「～にいた」  

He was in the classroom. 
 「～にあった」 

A big tree was in the park. 

☆それぞれに意味がある。たとえば… 

規則動詞 

lived［住んでいた］ played［した］  

studied［勉強した］ watched［見た］ 

不規則変化動詞 

went［行った］ came［来た］  

ate［食べた］ had［持っていた］  

spoke［話した］ took［（写真を）とった］  

肯
定
文 

☆主語によって、使い分ける ☆主語による変化はない。 

I was happy. 

You were lucky. 

He was in the classroom.   

She was a cute girl.   

It was beautiful. 

We were at home.    

They were classmates. 

I lived in Fuchu. 

You lived in Fuchu. 

We lived in Fuchu.    

They lived in Fuchu.   

He lived in Fuchu.   

She lived in Fuchu.   

否
定
文 

☆not を was, were の後に入れる ☆didn’t を動詞の前に入れる 

I was not happy. 

( wasn’t ) 
 
They were not classmates. 

    ( weren’t ) 
 
He was not in the classroom. 

   ( wasn’t ) 

主語が何であっても 

   主語・didn’t・動詞（原形）～．   

I didn’t study yesterday. 

You didn’t go out yesterday. 

He didn’t eat breakfast. 

They didn’t play soccer. 

疑
問
文 

☆was, were を主語の前に出す ☆did を主語の前につける。 

Were you happy yesterday? 

  Yes, I was. / No, I wasn’t. 
 
Were they classmates? 

Yes, they were. / No, they weren’t. 
 
Was she in the classroom? 

   Yes, she was. / No, she wasn’t. 

主語が何であっても 

  Did・主語・動詞（原形）～?  

Did you go out yesterday? 

Yes, I did. / No, I didn’t. 

Did he eat breakfast? 

Yes, he did. / No, he didn’t. 

What did you do yesterday? 



Class No. Name 

 
１ （  ）内の単語を並びかえ、日本文に合う英文を書きましょう。 

★ただし、それぞれ１つずつ余分な単語があるので、使わないこと。 
 

1 彼は 野球選手 でした。（ a  was  player  he  played  baseball ） 
          1          3           2 

                                                                                        
 

2 久美は わくわくして いました。（ excited  were  Kumi  was ） 
      1              3               2 

                                                                                        
 

3 私たちは 府中に 住んでいました。（ Fuchu  were  lived  we  in ） 
      1               3             2 

                                                                                        
 

4 あなたは 一生懸命 勉強しました。（ studied  hard  study  you ） 
          1              3                 2 

                                                                                        
 

5 その数学のテストは 簡単 でした。（ test  was  the  easy  were  math ） 
         1                3        2 

                                                                                        
 

6 私は 昨夜 ピザを 食べました。（ eat  I  pizza  night  ate  last ） 
      1       4         3              2 

                                                                                        
 

7  彼らは 体育館に いました。（ the  was  they  gym  were  in ） 
     1            3              2 

                                                                                        
 

8 ニックは ティナと テレビを 見ました。（ TV  Tina  Nick  watched  with  was ） 
      1              4          3             2 

                                                                                        
 

9 彼女は 昨日 ピアノを 弾きました。（ yesterday  played  she  the  plays  piano ） 
       1         ４       3             2 

                                                                                        
 

10 私は サッカー部 でした。（ in  club  was  the  I  played  soccer ） 
      1           3            2 

                                                                                        

 

 



 

 

 

２ 次の文を否定文にしなさい。 
 

1  I was nervous.  （→私は緊張していなかった。） 

                                                                                        
 

2  We played soccer today. （→私たちは今日サッカーをしなかった。） 

                                                                                        
 

3  He was a good tennis player.  （→彼はテニスが上手ではなかった。） 

                                                                                        
 

4  My mother went shopping.  （→私の母は買い物に行かなかった。） 

                                                                                        
 

5  They were in the library. （→彼らは図書室にいなかった。） 

                                                                                        
 

 

 

３ 次の文を疑問文にしなさい。 
 

1  You studied at home yesterday.  （→あなたは昨日家で勉強しましたか。） 

                                                                                        
 

2  The science class was fun.  （→理科の授業は楽しかったですか。） 

                                                                                        
 

3  They enjoyed sports last weekend.  （→彼らは先週末スポーツを楽しみましたか。） 

                                                                                        
 

4  You were born in Tokyo.  （→あなたは東京で生まれましたか。） 

                                                                                        
 

5  She grew up in New York.  （→彼女はニューヨークで育ちましたか。） 

                                                                                        



Class No. Name 

 

４ 次の文の   に、was・were・wasn’t・weren’t・did・didn’t の中から正しいもの
を選んで書きましょう。 大文字にする必要があれば大文字にすること。 

 

1.         you tired? （あなたは疲れていましたか。） 

2.  When        Simon come to Japan? （サイモンはいつ日本に来ましたか。） 

3.  I        like English.  （私は英語が好きではなかった。） 

4.  Where        Nick? （ニックはどこにいましたか。） 

5.  I        born in Fuchu. （私は府中で生まれた。） 

6.  What time        you get up? （あなたは何時に起きましたか。） 

7.  We        happy. （私達は幸せでした。）  

8.  This movie        interesting. （この映画は面白くなかった。） 

9.         you take pictures? （あなたは写真を撮りましたか。） 

10.  He        in the library. （彼は図書館にいました。） 

11.  They        know the news. （彼らはそのニュースを知らなかった。） 

12.  My father        watch TV. （私の父はテレビを見なかった。） 

13.  They        friends. （彼らは友達ではなかった。） 

14.         he go to the park this morning?（彼は今朝公園に行きましたか。） 

15.  I        talk with him today. （私は今日彼と話さなかった。） 

 

 

 

 

 



文法練習プリント be 動詞と一般動詞 過去 解答 

 
１  

1 He was a baseball player. 

2 Kumi was excited. 

3 We lived in Fuchu. 

4 You studied hard. 

5 The math test was easy. 

6 I ate pizza last night. 

7 They were in the gym. 

8 Nick watched TV with Tina. 

9 She played the piano yesterday. 

10  I was in the soccer club. 

 
２ 下線部を加えました。動詞が原形になりました。 

1 I was not ( wasn’t) nervous. （be 動詞の否定文） 

2 We did not (didn’t) play soccer today. （一般動詞の否定文） 

3 He was not (wasn’t) a good soccer player. （be 動詞の否定文） 

4 My mother did not (didn’t) go shopping.  

5 They were not (weren’t) in the library. （be 動詞の否定文） 

 
３ 下線部を加えたり、原形にしたり、位置を変えたりしました。 

1 Did you study at home yesterday? （一般動詞の疑問文） 

2 Was the science class fun? （be 動詞の疑問文） 

3 Did they enjoy sports last weekend? （一般動詞の疑問文） 

4 Were you born in Tokyo? （be 動詞の疑問文） 

5 Did she grow up in New York? （一般動詞の疑問文） 

 

 

４  

1 Were you tired? （be 動詞の疑問文） 

2 When did Simon come to Japan? （come：一般動詞の疑問文） 

3 I didn’t like English. （like：一般動詞の否定文） 

4 Where was Nick? （be 動詞の疑問文） 

5 I was born in Fuchu. 

6 What time did you get up? （get：一般動詞の疑問文） 

7 We were happy. 



8 This movie wasn’t interesting. （be 動詞の否定文） 

9 Did you take pictures? （take：一般動詞の疑問文） 

10  He was in the library. 

11  They didn’t know the news. （know：一般動詞の否定文） 

12  My father didn’t watch TV. （watch：一般動詞の否定文） 

13  They weren’t friends. （be 動詞の否定文） 

14  Did he go to the park this morning? （go：一般動詞の疑問文） 

15  I didn’t talk with him today. （talk：一般動詞の否定文） 

 

 

 


