
中学英文法総復習⑦ 

 

【be動詞の過去形と過去進行形】 

★ポイント 

【be動詞の過去形】 

be動詞の過去形は was / were の２種類です。 

主語が１人称単数、３人称単数のときは wasを使います。 

＊I was a student. / He was a student.など。 

主語が１人称複数、２人称、３人称複数のときは were を使います。 

＊We were students. / You were student. / They were students.など。 

否定形は be動詞の過去形のあとに notなどの否定を入れます。 

＊I was not a student.など。 

疑問文は文頭に be動詞の過去形をつけます。 

＊Were you a student?など。 

 

 

【過去進行形】 

過去進行形は be動詞の過去形+動詞の ing形です。 

＊He was playing the piano.など。 

過去のある１点で繰り返し行われる動作やその場で１回やった動作を表します。 

現在形と同じく基本的に数秒以内に終る動作を使います。 

否定文、疑問文の規則は上記の be動詞の過去形と同じです。 

 

★be 動詞の過去形と過去進行形 100 本ノック 

 

1. 私は３年前、学生でした。 

I was a student three years ago. 

 

2. あなたは本を読んでいましたか？ 

Were you reading a book? 

 

 



3. 私たちはカナダにいた。 

We were in Canada. 

 

4. 雨でした。 

It was rainy. 

 

5. ケンはそのときテレビを見ていた。 

Ken was watching TV then. 

 

6. 彼女はそのとき泳いでいましたか？ 

Was she swimming then? 

 

7. 彼らは３日前東京にいた。 

They were in Tokyo three days ago. 

 

8. 先月は寒かったですか？ 

Was it cold last month? 

 

9. その学生たちはその部屋にいませんでした。 

The students were not in the room. 

 

10. 私はそのとき、空腹ではなかった。 

I was not hungry then. 

 

11. あなたは何をしているところだったのですか？ 

What were you doing? 

 

12. エミは泣いていました。 

Emi was crying. 

 

13. あなたはその木のそばで座っていましたか？ 

Were you sitting by the tree? 

 

14. 彼らはどこでテニスをしていたのですか？ 

Where were they playing tennis? 

 



15. 彼女は台所で料理をしているところでした。 

She was cooking in the kitchen. 

 

16. リサはそのとき、歌を歌っていませんでした。 

Lisa was not singing a song then. 

 

17. あなたたちは野球をしているところでしたか？ - はい、そうです。 

Were you playing baseball? – Yes, we were. 

 

18. 私たちはフィッシュアンドチップス（fish and chips）を食べていたところ

でした。 

We were eating fish and chips. 

 

19. 彼は（彼の）寝ている犬を運んでいるところでした。 

He was carrying his sleeping dog. 

 

20. 多くの人は公園で走っていましたか？ 

Were many people running in the park? 

 

21. そのバスは止まりかけていました。 

The bus was stopping. 

 

22. あなたは皿を洗っているところでしたか？ 

Were you washing the dishes? 

 

23. そのとき、息子は昼食を食べているところでしたか？ 

Was my son eating lunch then? 

 

24. 私は昨日の５時にサッカーをしていました。 

I was playing soccer at five yesterday. 

 

25. あれは僕だったよ。 

That was me. 

 

26. 私たちは悲しくなかった。 

We were not sad. 



27. ３か月前、彼は医者だった。 

He was a doctor three months ago. 

 

28. 彼は（彼の）宿題をしているところでした。 

He was doing his homework. 

 

29. 誰がその部屋でピアノを弾いていましたか？ 

Who was playing the piano in the room? 

 

30. キムさんはどこに向かっていましたか？ 

Where was Mr. Kim going? 

 

31. 彼女はいつ（彼女の）部屋をきれいにしていましたか？ 

When was she cleaning her room? 

 

32. ペンはその箱の中に入っていました。 

The pens were in the box. 

 

33. あれらの犬は去年、この家にいました。 

Those dogs were in this house last year. 

 

34. ユリは２年前、歌手でした。 

Yuri was a singer two years ago. 

 

35. それらは、昨日そのテーブルの上にありましたか。 

Were they on the table yesterday? 

 

36. 私は昨日、疲れていませんでした。 

I wasn’t tired yesterday. 

 

37. 私の母は、その時、家にいました。 

My mother was at home then. 

 

38. 私はその時間寝ていました。 

I was sleeping at that time. 

 



39. 私は昨日、車を洗っていました。 

I was washing a car yesterday. 

 

40. 彼はどこを走っていましたか？ 

Where was he running? 

 

41. 私のパソコンを使っていたのは誰ですか？ 

Who was using my computer? 

 

42. 私の家は、１０年前、千葉駅の近くにありました。 

My house was near Chiba station ten years ago. 

 

43. 彼は、その時、病気でしたか？ － はい、そうです。 

Was he sick then? – Yes, he was. 

 

44. あれは何でしたか？ 

What was that? 

 

45. 彼女は私の姉でした。 

She was my sister. 

 

46. 彼は２時間前、映画館にいました。 

He was in the movie theater two years ago. 

 

47. 彼らは１０分前、そこにいました。 

They were there ten minutes ago. 

 

48. 私は、その時、サンドウィッチを食べていませんでした。 

I was not eating a sandwich then. 

 

49. 昨日、私は英語の勉強をしていませんでした。 

I was not studying English yesterday. 

 

50. 生徒の何人かが本を読んでいました。 

Some students were reading books. 

 



51. 彼女は、その時、泣いていませんでした。 

She was not crying then. 

 

52. 正午くらいに彼女はピアノを弾いていた。 

She was playing the piano around noon. 

 

53. 今朝、あなたはそのバスを待っていました。 

You were waiting for the bus in the morning. 

 

54. 彼の弟は、そのとき、電話で話していました。 

His brother was talking on the phone then. 

 

55. 昨夜、あなたは何をしていましたか？ 

What were you doing last night? 

 

56. あなたのご主人は野球選手でしたか？ 

Was your husband a baseball player? 

 

57. 私の娘は料理をしていましたか？ 

Was my daughter cooking? 

 

58. 私は 2010 年、ロンドンにいました。 

I was in London in 2010. 

 

59. 彼らは昨日、一緒でした。 

They were together yesterday. 

 

60. あなたは今日の午後、オフィスにいましたか？ 

Were you in the office this afternoon? 

 

61. 私は昨日の 9 時にテレビでサッカーの試合を見ていました。 

I was watching a soccer match on TV at nine last night. 

 

62. 私たちは昨日の夕方にテレビで野球の試合を見ていませんでした。 

We weren’t watching a baseball game in TV yesterday evening. 

 



63. その列車は東京に向かって出発しようとしていた。 

The train was leaving for Tokyo. 

 

64. 私は忙しかった。 

I was busy. 

 

65. ケンジは何を読んでいましたか？ 

What was Kenji reading? 

 

66. 誰があなたを手伝っていましたか？ 

Who was helping you? 

 

67. 彼女は庭にいました。 

She was in the garden. 

 

68. 彼は雨の中、走っていました。 

He was running in the rain. 

 

69. 私と彼は公園でテニスをしていました。 

I and he were playing tennis in the park. 

 

70. 彼女の父はその時、怒っていました。 

Her father was angry then. 

 

71. 彼は（彼の）コートを着るところでした。 

He was wearing his coat. 

 

72. それはただの石でした。 

It was just a stone. 

 

73. 彼はその戦争を止めようとしていた。 

He was stopping the war. 

 

74. その男性は 10 年前、人気があった。 

The man was popular ten years ago. 

 



75. 私はその時、愚かだった。 

I was foolish at that time. 

 

76. その問題は難しかった。 

The problem was difficult. 

 

77. 彼女はその公園でテニスの練習をしていましたか？ 

Was she practicing tennis in the park? 

 

78. 私はその時、お金を支払っているところでした。 

I was paying money then. 

 

79. トモコは 20 分前にスピーチをしていました。 

Tomoko was giving a speech twenty minutes ago. 

 

80. その先生はそのアイデアについて話していた。 

The teacher was talking about the idea. 

 

81. 彼はあの時、ヨーロッパを旅行しているところでした。 

He was traveling around Europe at that time. 

 

82. その話はとても面白かった。 

The story was very interesting. 

 

83. なぜその少女は欠席したのですか？ 

Why was the girl absent? 

 

84. その光は明るかった。 

The light was bright. 

 

85. 彼女はそのとき、（彼女の）写真を見せていました。 

She was showing her picture then. 

 

86. その生徒はボールを投げていませんでした。 

The student was not throwing a ball. 

 



87. 彼は嘘をついていました。 

He was telling a lie. 

 

88. その女性はその質問に答えていましたか？ 

Was the woman answering the question? 

 

89. その男の子は絵をかいていました。 

The boy was drawing a picture. 

 

90. あなたはどこで音楽を聴いていましたか？ 

Where were you listening to the music? 

 

91. そのコンテストは特別だった。 

The contest was special. 

 

92. それは重要でしたか？ 

Was it important? 

 

93. その花瓶は黄色ではありませんでした。 

The vase was not yellow. 

 

94. その昼食は無料だった。 

The lunch was free. 

 

95. 今朝、雨が降っていました。 

It was rainy this morning. 

 

96. 私は 10 分前、奇妙な音を聞いていました。 

I was hearing a strange sound ten minutes ago. 

 

97. 私はお腹いっぱいでした。 

I was full. 

 

98. それはとても役に立ちました。 

It was very useful. 

 



99. その子どもは飛んでいるところでした。 

The child was jumping. 

 

100. その男性はそのドアを押しているところでしたか？ 

Was the man pushing the door? 


