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Lesson 9　文法のまとめ

過去形（一般動詞） GET Part 1, 2

「～しました」と，過去の動作や状態について言うときは，動詞を「過去形」にして表します。

  主語  動詞

肯定文    Amy  played basketball last Sunday.

   Amy  went to Hiroshima last year.

疑問文  Did Amy play basketball last Sunday?

応答文   ̶ Yes,  she  did. / No,  she  did not.

否定文    Amy  did not play basketball last Sunday. 

●動詞の過去形
動詞には，その過去形が -edで終わる「規則動詞」と，went（goの過去形）のように形が変わる「不
規則動詞」があります。

規則動詞の過去形
　①edをつける  　play → played [d]  　cook → cooked [t]  　want → wanted [id]
　②dだけをつける  　use → used [d] 
　③語尾が子音字＋yのとき，yを iにかえてedをつける  　study → studied [d]
　④最後の文字を重ねてedをつける  　stop → stopped [t] 

不規則動詞の過去形
　go → went   　say → said   　have → had   　see → saw

●現在形と過去形

goの過去形

文の最初にDid 動詞の原形

短縮形はdidn’t

動詞の前に
did not

動詞の原形

① I play baseball. ② I played baseball yesterday.

過去 現在 未来 昨日 現在

［付録］基本文のまとめ p.147

左の①の現在形は，いつも（習慣的
に）しているということを表します。
②の過去形は，過去のあるときの
動作や状態を表します。

did not →didn’t

短縮形

次の単語の過去形を書いて発音しよう。そして，つづりと発音のルールを話し合おう。

1. look  　　　　　  2. live  　　　　　 3. use 　　　　　 4. enjoy 　　　　　 5. play  　　　　　
6. stop 　　　　　 7. study 　　　　　 8. walk 　　　　　 9. wash 　　　　　  10. visit 　　　　　

Sounds♪  発音とつづり

どんな主語でも動詞の過去形
は同じ形だよ。
I
You
Tom 
We
She
He

played soccer 
yesterday.

過去形では，last week や
yesterdayなど，過去を表す
ことばが一緒に使われるよ。
yesterday （昨日）
last night （昨夜）
last week （先週）
last month （先月）
last year （昨年）
three years ago　（3年前）
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78 seventy-eight

名詞とは，人・ものの名前を表すことばです。

●数えられる名詞
一定の決まった形のあるものは，単数形（1つの場合）と複数形（2つ以上の場合）で表します。

●不特定多数のものを表す

I like apples. 
（私はリンゴ〔というもの〕が好きです。）

●2つ以上のものを表す

I have four apples.
（私はリンゴを4個持っています。）

●1つのものを表す

I eat an apple
every day.
（私は毎日リンゴを1個食べます。）

●数えられない名詞
形が一定でないもの，素材や抽象的なものは数えられません。冠詞a / anもつけません。

素材（物質） 抽象的なもの

同じ名詞でも，数えられる名詞になるときと，数えられない名詞になるときがあります。

 onion　タマネギ

複数形

単数形

cats
a cat an apple a box

（リンゴ）
apples

（箱）
boxes

複数形 単数形

water（水） paper（紙） tennis music

onions an onion onion

Review  名詞  

料理の中に材料として入った
タマネギは，形が決まってい
ないので数えないよ。

1つのものについて言う場合
は，冠詞a / anをつけるよ。
anになるのは単語が母音で始
まる場合だね。

容器に入れたり，かたまりに
すると数えられるよ。
例　a glass of water
　　（コップ１杯の～）

→
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●レッスン末の「文法のまとめ」では，その課で学んだ文法をふり返ります。 ●レッスン，学年を超えて，関連する文法事項を横断的に整理します。
・授業でも家庭学習でも活用できるよう，ポイントを簡潔にまとめています。 ・イラストや表などを用いたビジュアルな提示で，英語のしくみの理解を助けます。

標準配当時間は，レッスン末の文
法のまとめの1時間に含まれます。

標準配当時間：1 時間
※ Sounds も含みます。

レ
ッ
ス
ン
構
成

（1 年 Lesson 9 の文法のまとめです。）

NEW

語順を意識した提示
レッスンで扱った基本文を
一覧でき，文のしくみを視
覚的にとらえることができ
ます。

Sounds では，発音と
つづりを扱います
単音レベルの発音について
つづりとの関係を意識しな
がら練習します。

つまずくポイントをペンギンが
教えてくれます
ペンギンのキャラクターが文法を学ぶときのヒン
トや間違いやすいポイントなどを教えます。

本文とのページのリンクが
ひと目でわかります。

イラストを活用したり，既
習文法と比較したりして，
わかりやすく解説します。

まとめて整理しておき
たい文法事項を選びま
した

〔1 年〕
　●人称・人称代名詞
　●名詞

〔2 年〕
　●つなぐことば（接続詞）
　●助動詞

〔3 年〕
　●時制
　●修飾することば

巻末の付録「絵でわかる英
語のしくみ」でも，横断的
に文法をふり返って整理し
てあり，英語の発想やこと
ばのイメージを理解するこ
とができます。（全学年各 4
ページ）

付
録

142 one hundred and forty-two

 語順

1  基本的な文の形
　日本語と英語では動詞の位置が違います。

1.

日本語

英語

私は

I

手紙を

write

書きます。

a letter.

一般動詞

 You  play  tennis.  Do  you  play  tennis?  You   do  not  play  tennis.

 Ann  speaks  Japanese.  Does  Ann  speak  Japanese? Ann   does  not  speak  Japanese.

 Bob  watched  TV.  Did  Bob  watch  TV? Bob  did  not  watch  TV.

▶

▶

▶

助動詞canの文

 You  can   swim  fast.  Can  you  swim  fast? You  cannot   swim  fast.▶
cannotは1語

be動詞

 Lisa  is  a singer.    Is  Lisa a singer? Lisa  is  not a singer.▶

2  肯定文・疑問文・否定文

「だれが何をどうしたか」は，
日本語では「～は」「～を」など
の助詞で区別するけれど，英
語は単語の順番で区別するよ。
英語は順番が大切なことばな
んだね。

be動詞の文では，be動詞の位置に注意しよう。

一般動詞と canの疑問文では，Do, 
Does, DidやCanを主語の前におく
よ。動詞の形にも注意しよう。

否定文は，be動詞，
do, does, did, canのあと
にnotがつくよ。

絵でわかる英語のしくみ
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 冠詞
 冠詞とは，名詞（人やものの名前）の前におくa / an, theのことです。
2.

 代名詞
  代名詞は，自分も相手もその人やものについてわかっている場合， 

内容をすっきりさせるために使います。また，使う位置によって形が異なります。

3.

一般動詞

 You  play  tennis.  Do  you  play  tennis?  You   do  not  play  tennis.

 Ann  speaks  Japanese.  Does  Ann  speak  Japanese? Ann   does  not  speak  Japanese.

 Bob  watched  TV.  Did  Bob  watch  TV? Bob  did  not  watch  TV.

▶

▶

▶

the
相手にも特定できる（どれのことかわかる）と思われる人やものを話題に出すときは，
その名詞の前に theをつけます。

さっき貸してあげたペンのことね。
あのペンが気に入ったのかな。

Do you have the pen?

Yes.

兄弟（複数）
I have two brothers.

 My two brothers  play tennis well.

I play  tennis  with  my two brothers .

I have two brothers.

 They  play tennis well.

I play  it  with  them .

a / an １つのもの（または１人の人）を表すとき，冠詞のa / anをつけます。

Do you have a pen?
ペンを忘れたのね。

どんなペンでもいいなら
貸してあげよう。

Yes.

1つの名詞に冠詞は1つだよ。
また次のように，冠詞をつけない場合もあるよ。
　This is my book.   my, yourなどがついているとき
　I play tennis.   スポーツなどの抽象的な名詞のとき
　I go to school by bike.   ①建物全体ではなく，目的（教育・勉強）の意味を表すとき
  ②移動手段や方法などを表すとき① ②
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