
1章 不規則動詞    
 

  
 
this morning   [ﾃﾞｨﾃﾞｨﾃﾞｨﾃﾞｨｽ ﾓﾓﾓﾓｰﾆﾝｸﾞ] 今朝 
                                            

this year   [ﾃﾞｨﾃﾞｨﾃﾞｨﾃﾞｨｽ ｲｲｲｲﾔｰ] 今年 
                                           

in the morning   [ｲﾝ ｻﾞ ﾓﾓﾓﾓｰﾆﾝｸﾞ] 午前中に 
                                           

at that time   [ｱｯﾄｩ ｻﾞｻﾞｻﾞｻﾞｯﾄｩ ﾀﾀﾀﾀｲﾑ] その時 
                                           

an hour   [ｱﾝ ｱｩｱｩｱｩｱｩﾜｰ] １時間 ※2時間→two hours [
                                            

ago   [ｱｺﾞｳ] ～前  ※two years ago 2年前

                                           

last   [ﾗｰｽﾄｩ] この前の、最後の 
                                           

last Tuesday   [ﾗﾗﾗﾗｰｽﾄｩ ﾃｭﾃｭﾃｭﾃｭｰｽﾞﾃﾞｲ] この前の火曜日、先週の火曜日

                                            

last month   [ﾗﾗﾗﾗｰｽﾄｩ ﾏﾏﾏﾏﾝｽ] 先月 
                                           

picture   [ﾋﾟﾋﾟﾋﾟﾋﾟｸﾁｬｰ] 絵、写真 
                                           

then   [ｾﾞｾﾞｾﾞｾﾞﾝ] その時、当時   ※＝at that
                                           

e-mail   [ｲｲｲｲｰﾒｲﾙ] 電子メール 
                                           

come to～   [ｶｶｶｶﾑ ﾄｩ] ～に来る 
                                           

take   [ﾃﾃﾃﾃｲｸ] ～を取る、連れていく、持っていく、（写真を）撮る

                                           

send   [ｾｾｾｾﾝﾄﾞｩ] 送る 
                                           

in English   [ｲﾝ ｲｲｲｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ] 英語で 
                                           

 

 

                                             

                                            
 

                                            

                                                                                  

two hours [ﾄｩｰ ｱｩｱｩｱｩｱｩﾜｰｽﾞ] 
                                             

年前 an hour ago １時間前 
                                            

                                            
この前の火曜日、先週の火曜日 

                                             

                                            

                                                                                  

at that time 
                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

連れていく、持っていく、（写真を）撮る 
                                                                                  

                                                                                  

                                             

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       



1章 不規則動詞   
of   [ｵﾌﾞ] ～の ※A of B→「Bの A」と後ろから訳す 
                                            
pictures of my family   [ﾋﾟﾋﾟﾋﾟﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾌｧﾌｧﾌｧﾌｧﾐﾘｰ] 私の家族の写真 
                                            
                                            
a cup of coffee   [ｱ ｶｯﾌﾟ ｵﾌﾞ ｶｶｶｶﾌｨ] コーヒー一杯 
                                            
library   [ﾗﾗﾗﾗｲﾌﾞﾗﾘｨ] 図書館 
                                            
news   [ﾆｭﾆｭﾆｭﾆｭｰｽﾞ] ニュース、知らせ 
                                             
paper   [ﾍﾟﾍﾟﾍﾟﾍﾟｲﾊﾟｰ] 紙、新聞   ＝newspaper [ﾆｭｰｽﾞﾍﾟｲﾊﾟｰ / ﾆｭｰｽﾍﾟｲﾊﾟｰ] 
                                                                                 

from   [ﾌﾛﾛﾛﾛﾑ] ～から 
                                            
cousin   [ｶｶｶｶｽﾞﾝ] いとこ ※発音注意 
                                            
aunt   [ｱｱｱｱｰﾝﾄｩ] おば 
                                            
some   [ｻｻｻｻﾑ] いくつかの 
                                            
station   [ｽﾃﾃﾃﾃｲｼｬﾝ] 駅 
                                            
dish   [ﾃﾞｨﾃﾞｨﾃﾞｨﾃﾞｨｯｼｭ] 料理、皿 
                                            
try   [ﾄｩﾗﾗﾗﾗｲ] 試す、挑戦する 
                                            
yesterday   [ｲｲｲｲｴｽﾀﾃﾞｲ] 昨日 
                                            
 
 
 
 
 
 
 



1章 不規則動詞    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
go   [ｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞｳ] → went [ｳｪｳｪｳｪｳｪﾝﾄｩ] 行った ※go to bed 寝る 
                                                                                  

have   [ﾊﾊﾊﾊｳﾞ]  → had [ﾊﾊﾊﾊｯﾄﾞｩ] ～を持っていた、（食事を）とった 
                                                                                  

come   [ｶｶｶｶﾑ]  → came [ｹｹｹｹｲﾑ] 来た 
                                                                                  

see   [ｽｨｽｨｽｨｽｨｰ]  → saw [ｿｿｿｿｰ] ～を見た、～に会った 
                                                                                  

do   [ﾄﾞｩ]  → did [ﾃﾞｨﾃﾞｨﾃﾞｨﾃﾞｨｯﾄﾞｩ] ～をした 
                                                                                  

eat   [ｲｲｲｲｰﾄｩ]  → ate [ｴｴｴｴｲﾄｩ] ～を食べた 
                                                                                  

■動詞の過去形（２） 
◇動詞の中には過去形にすると不規則に変化するものがある。これを不規則動詞 
という。不規則動詞の過去形は１つ１つ覚えていくしかない。 
※不規則動詞の詳しい表は p192 を参照 

★まずは以下の過去形を暗記しよう。 
 原形 過去形 原形 過去形 

goゴウ（行く） wentウェントゥ readリードゥ

（読む） readレッドゥ 
comeカ ム

（来る） cameケ イ ム  sendセンドゥ

（送る） sentセントゥ 
eatイートゥ

（食べる） a t eエイトゥ d oドゥー

（する） d i dディッドゥ 
haveハ ヴ

（持っている） hadハッドゥ makeメ イ ク

（作る） madeメイドゥ 
takeテ イ ク

（取る、持っていく） tookトゥック seeスィー

（見る、会う） sawソ ー  
ge tゲットゥ

（得る、～に達する） g o tゴットゥ speakス ピ ー ク

（話す） spokeス ポ ウ ク 
 

★上の表を隠して、意味と過去形を言えるようにしよう。 

原形 意味 過去形 原形 意味 過去形 
go  

 read  
 

come   send   eat   do   have   make   take   see   get   speak   
 



1章 不規則動詞   
speak   [ｽﾋﾟﾋﾟﾋﾟﾋﾟｰｸ]  → spoke [ｽﾎﾟﾎﾟﾎﾟﾎﾟｳｸ] ～を話した ※speak to～ ～に話しかける 
                                                                                  

make   [ﾒﾒﾒﾒｲｸ]  → made [ﾒﾒﾒﾒｲﾄﾞｩ] ～を作った 
                                                                                  

get   [ｹﾞｹﾞｹﾞｹﾞｯﾄｩ]  → got [ｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞｯﾄｩ] ～を得た、～に達した  ※get up 起きる ※get to ～に到着する=arrive 
                                                                                  

run   [ﾗﾗﾗﾗﾝ] → ran [ﾚﾚﾚﾚｧｧｧｧﾝ] 走った 
                                                                                  

take   [ﾃﾃﾃﾃｲｸ]  → took [ﾄｩﾄｩﾄｩﾄｩｯｸ] ～を取った、連れて行った、持っていった、（写真を）撮

と

った 
                                                                                  

send   [ｾｾｾｾﾝﾄﾞｩ]  → sent [ｾｾｾｾﾝﾄｩ] ～を送った 
                                                                                  

read   [ﾘﾘﾘﾘｰﾄﾞｩ] → read [ﾚﾚﾚﾚｯﾄﾞｩ] ～を読んだ  ※スペルは同じで発音が異なる 
                                            
teach   [ﾃｨﾃｨﾃｨﾃｨｰﾁ] → taught [ﾄﾄﾄﾄｰﾄｩ] ～を教えた 
                                            
win   [ｳｨｳｨｳｨｳｨﾝ] → won [ｳｳｳｳｧｧｧｧﾝ] 勝つ、勝ち進む、～を勝ち取る 
                                            
buy   [ﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞｲ] → bought [ﾎﾞﾎﾞﾎﾞﾎﾞｰﾄｩ] 買った 
                                            
give   [ｷﾞｷﾞｷﾞｷﾞｳﾞ] → gave [ｹﾞｹﾞｹﾞｹﾞｲｳﾞ] 与えた、あげた  ※give＋人＋物 (人)に(物)を与える 
                                            
fall   [ﾌｫﾌｫﾌｫﾌｫｰﾙ] → fell [ﾌｪﾌｪﾌｪﾌｪﾙ] 落ちた、転んだ 
                                            
think   [ｽｨｽｨｽｨｽｨﾝｸ] → thought [ｿｿｿｿｰﾄｩ] 思った 
                                            
build   [ﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾙﾄﾞｩ] → built [ﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾙﾄｩ] 建てた 
                                            
write   [ﾗﾗﾗﾗｲﾄｩ] → wrote [ﾛﾛﾛﾛｳﾄｩ] 書いた 
                                            
bring   [ﾌﾞﾘﾘﾘﾘﾝｸﾞ] → brought [ﾌﾞﾛﾛﾛﾛｰﾄｩ] 持ってきた 
                                            
leave   [ﾘﾘﾘﾘｰｳﾞ] → left [ﾚﾚﾚﾚﾌﾄｩ] 出発する 
                                            
 



1章 不規則動詞    
 
tell   [ﾃﾃﾃﾃﾙ] → told [ﾄﾄﾄﾄｳﾙﾄﾞｩ]  言った 
                                            
spend   [ｽﾍﾟﾍﾟﾍﾟﾍﾟﾝﾄﾞｩ]  → spent [ｽﾍﾟﾍﾟﾍﾟﾍﾟﾝﾄｩ] ～を過ごした、～を費やした 
                                            
understand   [ｱﾝﾀﾞｽﾀﾀﾀﾀﾝﾄﾞｩ] → understood [ｱﾝﾀﾞｽﾄｩﾄｩﾄｩﾄｩｯﾄﾞｩ] 理解した、わかった 
                                            
swim   [ｽｳｨｳｨｳｨｳｨﾑ]  → swam [ｽｳｪｳｪｳｪｳｪｰﾑ] 泳いだ 
                                            
sing   [ｽｨｽｨｽｨｽｨﾝｸﾞ] →  sang [ｾｧｾｧｾｧｾｧﾝｸﾞ] 歌った 
                                            
catch   [ｷｬｷｬｷｬｷｬｯﾁ] → caught [ｺｺｺｺｰﾄｩ] 捕まえた 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇過去形は現在形と違って主語の人称・単数・複数にかかわらず、すべて同じ形を使う。 
(例 1) We tookトゥック many picturesピ ク チャ ーズ in Tokyo. 私達は東京でたくさんの写真を撮

と

った。 
(例 2) He didﾃﾞｨｯﾄﾞｩ his homework yesterday. 彼は昨日彼の（自分の）宿題をしました。 
(例 3) You ateｴ ｲ ﾄ ｩ breakfastブレックファストゥ this morning. あなたは今朝朝食をとりました。 
(例 4) She cameケ イ ム  to my house last night. 彼女は昨夜私の家に来ました。 
(例 5) Ken and Tom wentウェントゥ to the park two days ago.  

ケンとトムは２日前にその公園へ行きました。 
(例 6) She madeメ イ ド ゥ a cakeケ イ ク  for them last Sunday. 

彼女はこの前の日曜日、彼らのためにケーキを作りました。 
(例 7) I gotｺﾞｯﾄｩ up at seven this morning. 私は今朝７時に起きました。 
 
◇疑問文で出てくる Do, Does, Did, 否定文で出てくる don’t, doesn’t, didn’t の do, 
does, did は助動詞である。助動詞が入ったら動詞は必ず原形になると覚えておこう。

同じ do,does,didでも一般動詞として使われるものと混同しないようにしよう。 
※以下の下線部の do は「～する」という意味の一般動詞であることに注意。 
あなたは宿題をしますか？→Do you do your homework? 
あなたは宿題をしましたか？→Did you do your homework? 
彼は宿題をしますか？→Does he do his homework? 
彼は宿題をしましたか？→Did he do his homework? 
私は宿題をしません。I don’t do my homework. 
私は宿題をしませんでした。→I didn’t do my homework. 
彼は宿題をしません。→He doesn’t do his homework. 
彼は宿題をしませんでした。→He didn’t do his homework. 



1章 不規則動詞   
(1) I went to the library in the morning.  私は午前中に図書館へ行った。 
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
(2) He came to Japan two years ago.  彼は２年前に日本に来ました。 
                                            
                                                                                  

                                             
                                             
                                            
                                            
(3) I ate lunch at about twelve o’clock.  私は 12時ころ昼食を食べました。 
                                             
                                            
                                                                                  

                                             
                                            
                                            
(4) Mary gave me a present yesterday.  メアリーは昨日私にプレゼントをくれました。 
                                            
                                                                                  

                                            
                                                               

                                             
                                             
(5) She had some CDs at that time.  彼女はその時いくつか CDを持っていました。 
                                            
                                                                                  

                                            
                                            
                                            
                                            
                                            



1章 不規則動詞    
 
(6) I took pictures of my family last month.  私は先月家族の写真を撮りました。 
                                            
                                                                                  

                                            
                                            
(7) We got to Tokyo Station at one in the afternoon.  私達は東京駅に午後 1時に着きました。 
                                            
                                                                                  

                                            
                                                                                  

(8) I got an e-mail from my cousin.  私はいとこから電子メールをもらいました。 
                                            
                                            
                                            
                                            
(9) Jane sent an e-mail to her aunt. ジェーンはおばさんに電子メールを送った。 
                                            
                                                                                  

                                            
                                            
(10) My aunt took me to the museum.  私のおばは私を博物館に連れていってくれた。 
                                            
                                                                                  

                                             
                                             
(11) I did my homework last Tuesday.  私はこの前の火曜に宿題をしました。 
                                            
                                                                                  

                                                                                  

                                            
(12) She made dinner for us.  彼女は私達のために夕食を作ってくれました。 
                                            
                                                                                  

                                                                             

                                            
                                            



1章 不規則動詞   
(13) I saw the news on TV.   私はテレビでそのニュースを見ました。 
                                            
                                             
                                            
                                             
(14) I saw Cathy at the station an hour ago.  私は 1時間前に駅でキャシーに会いました。 
                                            
                                                                                  

                                                                                  

                                            
(15) I readレッドゥ the news in the paper this morning.  私は今朝そのニュースを新聞で読みました。 
                                            
                                                                                  

                                            
                                             
(16) They spoke to me in English.  彼らは私に英語で話しかけてきた。 
                                            
                                                                                  

                                                                                  

                                            
(17) What did you do last Saturday?  あなたは先週の土曜日に何をしましたか？ 
                                            
                                                                                  

                                            
                                            
                                            
★不規則動詞をテストしなさい。※答えは別冊解答の確認テスト１を参照 

動詞 過去形 動詞 過去形 動詞 過去形 
go  see  give  eat  have  read  come  make  speak  get  take  leave  teach  write  run  catch  send  buy  



1章 不規則動詞    
 

 
次の動詞の過去形を答えよ。 

動詞 過去形 動詞 過去形 動詞 過去形 
go  see  give  eat  have  read  come  make  speak  get  take  leave  teach  write  run  catch  send  buy  

 
日本文に合うように英単語を並べ替えなさい。 
(1) 私は午前中に図書館へ行った。I to went the morning in library the  
                                            
(2) 彼は２年前に日本に来ました。to Japan ago came he years two  
                                            
(3) 私は 12時ころ昼食を食べました。lunch I at o’clock about ate twelve  
                                            
(4) メアリーは昨日私にプレゼントをくれました。a yesterday present gave me Mary  
                                            
(5) 彼女はその時いくつか CDを持っていました。 some had she CDs time at that  
                                            
(6) 私は先月家族の写真を撮りました。 took of my I pictures family last month 
                                            
(7) 私達は東京駅に午後 1時に着きました。to at in we afternoon Tokyo Station one the got  
                                            
(8) 私はいとこから電子メールをもらいました。from my I an got cousin e-mail 
                                            
(9) ジェーンはおばさんに電子メールを送った。aunt Jane her sent an to e-mail 
                                            
 



1章 不規則動詞   
(10) 私のおばは私を博物館に連れていってくれた。 my took aunt museum me to the  
                                            
(11) 私はこの前の火曜に宿題をしました。last did my I Tuesday homework  
                                            
(12) 彼女は私達のために夕食を作ってくれました。us she dinner made for  
                                            
(13) 私はテレビでそのニュースを見ました。the I TV saw news on  
                                            
(14) 私は 1時間前に駅でキャシーに会いました。I Cathy saw the at hour station an ago 
                                            
(15) 私は今朝そのニュースを新聞で読みました。news read the morning in this paper the I 
                                            
(16) 彼らは私に英語で話しかけてきた。English spoke they to in me  
                                            
(17) あなたは先週の土曜日に何をしましたか？ Saturday you did what last do  
                                            
＜復習＞＜復習＞＜復習＞＜復習＞ 日本文に合うように(     )に当てはまる単語を書きなさい。 
(18) キャシーは先週京都を訪問しました。 
     Cathy (                ) Kyoto last (                 ). 
(19) あなたは今朝朝食を食べましたか？ 
(           ) (           ) (           ) breakfast (            ) (                   )? 

(20) 彼女は昨日図書館に行きませんでした。 
  (           ) (           ) (           ) (         ) the library (                     ). 
次の英文を日本語に訳しなさい。 
(21) Is Bob playing tennis now?  
                                            
(22) How about a cup of coffee? 
                                            
(23) Do your homework before dinner.  
                                            



1章 不規則動詞    
 

 
次の動詞の過去形を答えよ。 

動詞 過去形 動詞 過去形 動詞 過去形 
go  see  give  eat  have  read  come  make  speak  get  take  leave  teach  write  run  catch  send  buy  

 
日本文に合うように英単語を並べ替えなさい。 
(1) 私は午前中に図書館へ行った。I to went the morning in library the  
                                            
(2) 彼は２年前に日本に来ました。to Japan ago came he years two  
                                            
(3) 私は 12時ころ昼食を食べました。lunch I at o’clock about ate twelve  
                                            
(4) メアリーは昨日私にプレゼントをくれました。a yesterday present gave me Mary 
                                            
(5) 彼女はその時いくつか CDを持っていました。 some had she CDs time at that  
                                            
(6) 私は先月家族の写真を撮りました。 took of my I pictures family last month 
                                            
(7) 私達は東京駅に午後 1時に着きました。to at in we afternoon Tokyo Station one the got  
                                            
(8) 私はいとこから電子メールをもらいました。from my I an got cousin e-mail 
                                            
(9) ジェーンはおばさんに電子メールを送った。aunt Jane her sent an to e-mail 
                                            
 



1章 不規則動詞   
(10) 私のおばは私を博物館に連れていってくれた。 my took aunt museum me to the  
                                            
(11) 私はこの前の火曜に宿題をしました。last did my I Tuesday homework  
                                            
(12) 彼女は私達のために夕食を作ってくれました。us she dinner made for  
                                            
(13) 私はテレビでそのニュースを見ました。the I TV saw news on  
                                            
(14) 私は 1時間前に駅でキャシーに会いました。I Cathy saw the at hour station an ago 
                                            
(15) 私は今朝そのニュースを新聞で読みました。news read the morning in this paper the I 
                                            
(16) 彼らは私に英語で話しかけてきた。English spoke they to in me  
                                            
(17) あなたは先週の土曜日に何をしましたか？ Saturday you did what last do  
                                            
＜復習＞＜復習＞＜復習＞＜復習＞ 日本文に合うように(     )に当てはまる単語を書きなさい。 
(18) キャシーは先週京都を訪問しました。 
     Cathy (                ) Kyoto last (                 ). 
(19) あなたは今朝朝食を食べましたか？ 
(           ) (           ) (           ) breakfast (            ) (                   )? 

(20) 彼女は昨日図書館に行きませんでした。 
  (           ) (           ) (           ) (         ) the library (                     ). 
次の英文を日本語に訳しなさい。 
(21) Is Bob playing tennis now?  
                                            
(22) How about a cup of coffee? 
                                            
(23) Do your homework before dinner.  
                                            


