
1章 過去・未来 1-2未来の文

ザヤbe going to
「～するつもりです、

《be動調 (am,a時 ,

現在の文  I
「～します」

過去の文   I
「～しました」

未来の文   I
「～するつもりです」

am

You are

He is

～する予定です」と未来のことを言うときには
も)+gdng to+動 詞の原形 》で表します。

play tennis every day

played tennis yesterday

am going to play tennis tomorrow

私は明日テニスをするつもりです。

英212(1)

英21● 2(2)

to play tennis.

affifr'
I'm going to -
You're going to -
He's going to -主語に合わせる

1( )に適する語を書きなさい。

(1)私はこの本を読むつもりです。

I(     )( )(    )( ) this book.

) Kyoto tomorrow.

(2)私たちは明日、京都を訪ねるつもりです。

We( ) ( )(     )(

(3)ユキは今日の午後、英語を勉強するつもりです。

Yuki(       )( )(     )(

2次の文をbe gdng toを使つた文に書きかえなさい。

(1)ldo my homework

) English this afternoon.

(2) He plays soccer.

(3) They eo to Canada.



1章 過去日未 1-2未来の文

ザヤbe going to

《   ‐

現在の文   l
「～します」

過去の文  l
「～しました」

未来の文   :
「～するつもりです l

am

英212(1)

～する予定ですJと未来のことを言うときには
L)キ golng to+動詞の原形 》で表します。

play tennis every day

played tennis yesterday

am going to play tennis tOmorrow

私は明日テニスをするつもりです。

You are

He  is

合

to play tennis.

ffiffiY,,
I'm going to -
You're going to -
He's going to -主語に合わせる

葵212(2)

1( )に適する語を書きなさい。

(1)私はこの本を読むつもりです。

1(  a"、  )(  ′o「 ",  )(   すo  )(  ra・ 」   )thls b。。k

(2)私たちは明日、京都を訪ねるつもりです。

We( へΥく  )( ′。1・り )( わ )(ν ]バ ナ)Kyoto tomorrow

(3)ユキは今日の午後、英語を勉強するつもりです。

Yuば お )(ル iり )(れ )(ゞ +ヽJ/)En」sh thS a■ ernoon

2次の文をbe gdng toを使つた文に書きかえなさい。
(1)I do my homework

(2)He

‖。ぃを、″。ИL
plays soccer.

エ



●否定文 「～するつもりはありません。」    葵2¬―ズ0

肯定文  lam  gdng to day ten雨 s

否定文  lam nOt gdng to phytenns
私はテニスをするつもりはありません。

be動詞のあとにnOtを置きます。

3否定文にして、出来た文の意味も書きなさい。
(1)1'm going to vist China next year  next year来 年

【

(2)We are going to stay here

【

(3)He is going to buy a camera

●疑間文 「～するつもりですか。」 英212(4)

肯定文     You are gdng to pby ten‖ s

疑問文   Arryou gdngto phy tenns?
あなたはテニスをするつもりですか。

Yes,Iam/No,rm not be動詞で答える。

4疑間文にして、Yesと N。で答えなさい。
(1)He is going to visit Kyoto

"+ Yes, _ /No,
(2) They are going to meet Bill.

- Yes, /No,

(3) Mika is going to help her mother.

---+ Yes, /No,_



肯定文  :        day tenns

否定文  I        口ay tentts

英212(3)

英212(4)

私はテニスをするつもりはありませ
'プ

。
be動詞のあとに nOtを置きます。

3否定文にして、出来た文の意味も書きなさい。
(1)I'm going tO visた China next year  next voer来年

i′′l夕 42年  Ψ laを 多′ゎぅフルノげスソ′そえ″
(2)We are going to stay here

( fi^T--r,t --.-\--"rt?i(-3) 'l),tid&') ?t-L"
(3) He is going to buy a camera.

Hc jrni 4Di^

4喚 l` カメラを預ウ2もソ、夕 豚ツタせん´

●疑問文 「～するつもりですかっ」

肯定文     YOu aⅢ gOntt to uay ten雨 s

節文 岸♂τ話亀d唯 ねp ayお耐
あなたはテニスをするつもりですか。

Yes,Iam/N。 ,Ini not be動 詞で答える。

4疑間文にして、Yesと Noで答えなさい。
(1)He is going to visit Kyoto

1, Iι  9。 i41 lυ  visi十   1<ァ .十 。 ?

- Yes, h. it / No, lc i<,..t
(2) They are going to meet Bill.

A'" th., qoi^q i' ^".J l:ll ? _* Y"JE-1* zNo, *h., o".n f-'.--7-__.__7--
(3) Mika is going to help her mother.

【″ l夕 蒻

* Yes, Jlrr. - 
ig /No,`k′  l`ぃ +

"′
IP1/2   _



☆
棘

wi::                         業2■ 20

を表わす文は be gdng to以外に w‖ で表すことができる。

l will play tennis tomorrow

私は明日テニスをするつもりです。
《面‖+動詞の原形 》で表します。

w‖ は「～するつもりです」や「～でしょう」と単に未来のことを表します。
■w‖ be sunny tomorrow  明日は晴れるでしょう。

主語が何であつても形は変わりません。
短縮形 Iw‖ →‖l you w‖ → you'‖ he w‖|→ he‖ など

5 wi‖を使つて、未来の文にしなさい。

(1)We hdp our mother

(2) My sister gets up at six.

(3) Iam thirteen years old.

英212(6)

●否定文 「～するつもりはありません。～しないでしょう」

肯定文   I will  play tennt tomorrow

否定文   I will not play tennt tomorrow
私は明日テニスをするつもりはありません。

短縮形 w‖ nOt→ wont

6否定文にして、出来た文の意味も書きなさい。
(1)We w‖ stay here hereこ こに

【

(2)It w‖ l rain tomorrow

【

(3)TOm w‖ do his homework



☆ wi‖                  
…未来を表わす文は be gdng to以外に wi‖ で表すことができる。

1"|1l play tennis tomorrow

私は明日テニスをす4つ t,|■ 1‐ 。
《輛H・ 動詞の原形 》で表します。

w‖ は「～■4つもりてす」や「‐‐てしょう」と単に未来のことを表します。
■wi be sunny tomorrOw 明日は晴れる●1´ tう

主語が何であっても形は変わりません。
短縮形 Iw‖ →‖l you w‖ → you‖ he w‖ → hざ‖など

5w訛を使つて、未来の文にしなさい。

(1)We help our mother

′  
“

、。 lcr

(2) My sister gets up at six.

テ鼻 r C+
(3) I am thirteen years old.

OAf X f -f6?tr.)r*6L)*t/u" -L6L\(L&)l
葵212(6)

肯定文

否定文

6否定文にして、出来た文の意味も書きなさい。
(1)We w‖ l stay here l.eiこ に

Wく wi ll へ。十
| *"r.t 17 > > t=

(2) It will rain tomorrow.

I will   play tennis tomorrow

l wi‖ not play tennis tomorrow

私は明日テニスをするつもりはあり蘇せん。
短縮形 w‖ not→ won't

i+r"q5cL')t'[ 8)t4k.

Ll \.:ll n,t Yai. lo*,n-, *.
I vh06 fr$ fivrt-,.(117,

(3) Tom will do his homework.

卜女、夕協影 tイルリ、グ派り″せん。

I will;e lli:+′
`Й
 ve^.`ol」 ´



●疑間文 「～するつもりですか。～でしょうか」     葵2+よつ

肯定文     You wtt pby ten雨 s

疑間文  Ⅲ I弧 |″ tenn´
あなたはテニスをするつもりですか。

Yes,lw‖ /No,I won't w‖ で答える。

7疑問文にして、Yesと Noで答えなさい。
(1)He w‖ vist Kyoto

--+ Yes, 

- -. 

/ No,

(2) They will meet Bill.

-+ Yes, 

- -. 

/ No,

(3) tt will be sunny tomorrow.

'--' Yes,

英212(8)

未来の文のまとめ
●「～するつもりです」と未来のことを言う場合には

be gdng toや wi‖ を使います。

l am going to study English tomorrow

l   wi‖       study English tomorrow

be gdng toと w‖ は、完全に同じではありませんが

ほぼ同じ意味として、上のような書き換え問題がよく出題されます。

●短縮形

Iw‖ 1-1ll you w‖ |→youll  w‖i not→won't

●現在進行形でも未来を表わすことができる。

She is coming to the party tonight

彼女は今夜パーティーに来ます。

確定している未来の予定を表わすときに使います。

/N。,_



●疑間文

肯定文

疑問文

You play tennis.
…

■  you play tennis?
あなたはテニスをするつもりですか。

Yes.1 1 /No,1 ‐  w‖ |で答える。

7疑問文にして、Yesと Noで答えなさい。
(1)He w‖ l vist Kyoto

(2)They wil meet Bi‖

ワi ll+λ ?

'"- Yu", j-y --w;]-L. / No, fhy wa-.f
(3) It will be sunny tomorrow.

未来の文のまとめ
●「～するつもりです」と未来のことを言う場合には

be gdng toや w‖ を使います。

l ann going tO study English tomorrow

I  wi‖ study English tomorrow.
be gdng toと wi‖ は、完全に同じではありませんが

ほぼ同じ意味として、上のような書き換え問題がよく出題されます。
●短縮形

Iw‖ 1-I‖  you w‖ |→youll  w‖i not→won't

●現在菫:行形でも素来を表わすことができる。
She i3 oonll,I to the party tonight

彼女は今夜パーティーに来ます。

確定している未来の予定を表わすときに使います。

英212(3)

笠



補充問題A 英212A(1)

1次の文の( )内から適する語句を選びなさい。

(1)(Are,Were,W‖ )you going to phy baseba‖ ?

(2)They(are,were,w‖ |)have a party tomorrow

(3)Tom w‖ |(help.helps,helping)his mother

(4)My mother(be,w‖ be,た going to)very busy tomorrow

2次の対話が成り立つように、( )内に適する語を入れなさい。

(1)A:(    )you visit Kyoto next year?

B:Yes,Iw‖ L

(2)A:When(    )Tom and Yumi go ng to p ay tennis?

B:(        )(         )going to play tennis next Sunday

(3)A:W‖ it rain tomorrow?

B:No,(   )(     )

業212A(2)

3次の日本文に合う英文になるように、( )に適する語を書きなさい。

(1)エミは明日、この自転車を使うでしょう。

Emi(     )(      )thls bike tomorrow

(2)私は来週の月曜 日に彼に会う予定です。

1'm(     )(     )see him next Monday

(3)彼女は今夜、宿題をしないでしょう。

She(       )(      )her homework tonight

(4)あなたは来年、何歳になりますか。

How old(     )you(    )next year?

(5)明 日の朝は寒くないでしょう。

(     )(     )be cOld tomorrow morning



補充問題A 英212A(1)

①(O Wαq Ⅷ)'u ttng tO口～h鋼P

(2)They(are, were, 
⑩

)have a party tomorrow

日iム‖:2,①,:』ij::Wb…morr。叫
2次の対話が成り立つように、( )内に適する語を入れなさい。
(1)A:( wll)you visit KyotO next year?

B:Yes,Iw‖ L

(2)A:When( arそ )Tom and Yumi going to play tennis?

(3)illi‖ ill:治tilori:1:  )gOing to play tennis next Sunday

B:N。,(;十 )("oハ 十 )

英212A(2)

3次の日本文に合う英文になるように、( )に適する語を書きなさい。

(1)エミは明日、この自転車を使うでしょう。

Emi("'||  )〈  ぃ
`2 )this bike tomorrow

(2)私は来週の月曜日に彼に会う予定です。

rm( 9ぶ´
, )( 十。  )see him next Monday

(3)彼女は今夜、宿題をしないでしょう。

She( _。 h十  )( とり )her hOmework tonight

(4)あなたは来年、何歳になりますか。

How old(wlll )you( ♭a )next year?

(5)明 日の朝は寒くないでしょう。

( ll ) ( r"r,.i ) be cold tomorrow morning.



補充問題B 英212B(1)

1次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。

(1)彼は今夜、彼女に電話をしないつもりです。
(ca‖ /nOt/he's/to/her/tonight/going)

(2)彼はいつ日本に来ますか。
(to/come/he/when/w‖ 1/」apan/?)

(3)私たちは明日、家で夕食を食べません。
(going/have/we/at home/aren't/dinner/to/tomOrrow)

2w‖を使つて、未来の文に書きかえなさい。
(1)Yumi studies Enghsh

(2)Did he goたo Canada?

(3) You are very happy.

英212B(1)

3各組の文がほぼ同じ内容になるように、( 】こ適する語を書きなさい。

(1)| |:‖
|‖

I Stay)lime       )to stay home

(2)| ,re y°
u:]lilihaVeal]1:!ly?

(3)| :|[:not g°
ilit° Study=枇

t

4英文に直しなさい。
(1)私はクミに手紙を書くつもりです。

(2)明 日は曇りでしょう。 曇りdoudy



補充問題B

の彼は1↓髪ξ殊薫当纂:Fホリ
ｇｍ

　

　

い

Ｏ

　
　

ι

ｇ

ｌ
ｈ

(to′ oome/he/when/wili/」 apan/?)

ι

1次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)彼は今夜、彼女に電話をしないつもりです。

くca‖ /nOt/he's/to/her/tOnight/

(3)私たち|ま明日、家で夕食を食べまぜん[

i going ,/ have / we / at home / aren't / dinner ,/ to ,/ tomorrow )

4 C*L^1 aoita -ft h^,,r rtirn" v +o^,"vo

2 wi‖を使つて、未来の文に書きかえなさい。
(1)Yunli studies Engiish

(2)Did

(3)You

3各組の文がほぼ同じ内容になるように、(

(1)I ::II‖
li::y)「

[悌 ,A′
  )to stay

〈2)l lrド
、、|:llililTcal:1:iv?

(3)|:|::Ilililillt),Iilit

4英文に直しなさい。
(1)私はクミに手紙を書くつもりです。

1/ゝ .。 li (^ 1を |十″r

英212B(1)

】こ適する語を書きなさい。

home

りでしょう」 握風りcloudv(2)明 日

」 b`ι lはゴ ―
l,民 。v′ 。

九 にぃ
)


