
34 　 Lesson 3 2

　★新出語句　
①　future [ふューチャ] 名 形 未来（の），将来（の） ②　handout（s） [ハンダウト（ツ）] 名 配布印刷物，ビラ，プリント

③　nothing [ナすィング] 名 無，ゼロ，とるに足りないもの〔人，こと〕

④　test [テスト] 名 試験，検査，テスト ⑤　stay [ステイ] 動 滞在する，とどまる，泊まる

⑥　final [ふァイヌる] 形 最後の，最終の ⑦　almost [オーるモウスト] 副 ほとんど，おおかた，もう少しで

⑧　soon [スーン] 副 すぐに，まもなく ⑨　until [アンティる] 前 ～まで（ずっと）

⑩　in the future　将来，未来に，今後は，これからは ⑪　It’s nothing.　たいしたことないよ。

⑫　the day after tomorrow　あさって ⑬　I’ll　I willの短縮形

　☆復習語句　
①　will [ウィる] 助 ～するつもりである，～しようと思う

　基本文とポイント　 未来を表す表現be going to ～

13  I am going to visit my friend tomorrow. 私は明日，友達を訪ねるつもりです。

14  Are you going to visit your friend tomorrow? あなたは明日，友達を訪ねるつもりですか。

 　　 Yes, I am. /  　　 はい，訪ねるつもりです。/ 

 　　 No, I am not. 　　 いいえ，訪ねるつもりではありません。

①　 「～するつもり〔予定〕です」と，すでに予定されている未来のことについて表すときは，〈主語＋am〔is, 

are〕 going to＋動詞の原形～.〉の形にする。

　　〈現在の文〉 Ann                                              plays tennis.  （アンはテニスをします。）

　　〈be going to ～の文〉 Ann is  going  to play   tennis. （アンはテニスをするつもりです。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　be動詞は主語によって使い分ける。

②　 「～するつもりですか」という疑問文はbe動詞を文の最初に出し，〈Is〔Are, Am〕＋主語＋going to＋動

詞の原形～?〉で表す。応答文にもam〔is, are〕を使う。疑問詞で始まる疑問文は，疑問詞のあとに疑問文

の語順を続ける。

　　〈肯定文〉　　　　　  Ann is going to play tennis. （アンはテニスをするつもりです。　　 ）
　　〈疑問文〉　　　　　 Is  Ann     going to play tennis? （アンはテニスをするつもりですか。　 ）
　　〈応答文〉 　　 Yes, she is . / No, she is  not .

 　　 （はい，そのつもりです。/ いいえ，そのつもりではありません。）

　　〈疑問詞のある疑問文〉　 What  is  Ann     going to  do ? （アンは何をするつもりですか。）
　　参考　否定文は，be動詞のあとにnotを置く。

　　　　　〈否定文〉　Ann is  not  going to play tennis.　（アンはテニスをするつもりではありません。）

③　未来の時を表す語句

　　・tomorrow （明日）　　・the day after tomorrow （あさって） ・this weekend （今週末）

　　・next ～ （次の～，今度の～，来～）　〔例〕　next year （来年）  

　　・in ～ （～後）　〔例〕　in two days （２日後） ・in the future （将来）
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Lesson 3 2 　 35

語句・表現
1 次の英語を日本語になおし，《　》があるものは指示にしたがって書きなさい。　　 新出語句

⑴　future （　　　　　　　　　　　） ⑵　handout （　　　　　　　　　　　）

⑶　nothing （　　　　　　　　　　　） ⑷　test （　　　　　　　　　　　）

⑸　stay （　　　　　　　　　　　） ⑹　final （　　　　　　　　　　　）

⑺　almost （　　　　　　　　　　　） ⑻　soon （　　　　　　　　　　　）

⑼　until （　　　　　　　　　　　） ⑽　I will 《短縮形に》 　　　　　　　

2 次の日本語を英語になおしなさい。⑵は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。

⑴　将来 　　　　　　　 the 　　　　　　　

⑵　たいしたことないよ。 It’s 　　　　　　　.

⑶　あさって the day 　　　　　　　 　　　　　　　　「明日のあとの日」と考える

文　法
3 次の文の文末にtomorrowを加えて，未来の文に書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。また，で

きた英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。　　 be going to ～の文

⑴　We meet her in the library. すべて〈am〔is, are〕 going to＋動詞の原形〉
　→ We 　　　　　　　 　　　　　　　 to meet her in the library tomorrow.　

　　 私たちは明日，図書館で（ ）。

⑵　I do my homework with Kate. 

　→ I’m 　　　　　　　 　　　　　　　 do my homework with Kate tomorrow.

　　 私は明日，ケイトと（ ）。

⑶　John practices tennis. 

　→ John 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 practice tennis tomorrow.

　　 ジョンは明日，（ ）。

4 次の文を疑問文に書きかえ，それに答えるとき，　　に適する語を書きなさい。　

⑴　Lucy is going to leave Tokyo this weekend.

　→ 　　　　　　　 Lucy 　　　　　　　 to leave Tokyo this weekend? 　　 Yes, she 　　　　　　　.

⑵　Bob is going to make dinner today.

　→ 　　　　　　　 Bob 　　　　　　　 to 　　　　　　　 dinner today? 

　　 　　 No, he 　　　　　　　 　　　　　　　.

5 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。　　 be going to ～の疑問文・応答文

⑴　あなたは電車に乗るつもりですか。　　　　　　　　 you 　　　　　　　 　　　　　　　 take a train?

⑵　〔⑴の答え〕　いいえ，そのつもりではありません。私はバスに乗るつもりです。

　　No, I’m 　　　　　　　.   　　　　　　　 　　　　　　　 to take a bus.

⑶　生徒たちは明日，何をするつもりですか。　

　　　　　　　　　 are the students 　　　　　　　 to do tomorrow?

⑷　〔⑶の答え〕　彼らは博物館を訪れるつもりです。　

　　They are 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 a museum.

練 習 問 題 A

未来（の），将来（の） 配布印刷物，ビラ，プリント
無，ゼロ，とるに足りないもの〔人，こと〕 試験，検査，テスト
滞在する，とどまる，泊まる 最後の，最終の
ほとんど，おおかた，もう少しで すぐに，まもなく
～まで（ずっと） I’ll

　 新出語句in future
nothing

after tomorrow

are going
彼女に会うつもり〔予定〕です

going to
宿題をするつもり〔予定〕です

is going to
テニスを練習するつもり〔予定〕です

　 be going to ～の疑問文・応答文

Is going is

Is going make
is not

Are going to

not I’m going 短縮形I’mを使う

What going

going to visit
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36 　 Lesson 3 2

語句・表現
1 次の日本語を英語になおし，《　》があるものは指示にしたがって書きなさい。　　 新出語句

⑴　配布印刷物，プリント 　　　　　　　 ⑵　試験，テスト 《tで始めて》 　　　　　　　

⑶　滞在する，とどまる 　　　　　　　 ⑷　最後の，最終の 《fで始めて》 　　　　　　　

⑸　すぐに，まもなく 　　　　　　　

2 次の英文を日本文になおすとき， （　）の部分を補いなさい。　　 新出語句

⑴　What will happen in the future? （ ）何が起こるでしょうか。

⑵　It’s nothing. （ ）。

⑶　Let’s meet the day after tomorrow. （ ）会いましょう。

⑷　It’s almost noon. （ ）正午です。

⑸　We worked until ten thirty. 私たちは10時30分（ ）。

文　法
3 次の文の文末にnext Sundayを加えて，未来の文に書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。また，

できた英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。　　 be going to ～の文

⑴　Bob runs in the park. → Bob 　　　　　　　 　　　　　　　 to run in the park next Sunday.　

　　 　 ボブは今度の日曜日に（ ）。

⑵　I learn Japanese from her. 

　→ I’m 　　　　　　　 　　　　　　　 learn Japanese from her next Sunday.

　　 私は今度の日曜日に彼女から（ ）。

⑶　We clean the room. 

　→ We 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 clean the room next Sunday.

　　 私たちは今度の日曜日に（ ）。

4 次の文を疑問文に書きかえ，それに答えるとき，　　に適する語を書きなさい。

⑴　Yuki is going to visit Kyoto.

　→ 　　　　　　　 Yuki 　　　　　　　 to visit Kyoto? 　　 No, she 　　　　　　　 　　　　　　　.

⑵　They are going to help her today.　空所の数から応答文には短縮形を使う
　→ 　　　　　　　 they 　　　　　　　 　　　　　　　 help her today? 　　 No, they 　　　　　　　.

5 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。　　 be going to ～の疑問文・応答文

⑴　美
み

紀
き

は今度の土曜日に映画を見るつもりですか。

　　　　　　　　　 Miki 　　　　　　　 　　　　　　　 see a movie next Saturday?

⑵　〔⑴の答え〕　いいえ，そのつもりではありません。彼女はピアノを練習するつもりです。 

　　No, she 　　　　　　　.    She 　　　　　　　 　　　　　　　 to practice the piano.

⑶　あなたたちはいつ東京を出発するつもりですか。　

　　　　　　　　　 are you 　　　　　　　 to leave Tokyo?

⑷　〔⑶の答え〕　私たちは来月出発するつもりです。　

　　We are 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 next month.

練 習 問 題 B

handout test
stay final
soon

将来〔未来に / 今後は / これからは〕
たいしたことないよ
あさって
もう少しで

まで（ずっと）働きました

is going
公園で走るつもり〔予定〕です

going to
日本語を習うつもり〔予定〕です

are going to
その部屋をそうじ〔きれいに〕するつもり〔予定〕です

　 be going to ～の疑問文・応答文

Is going is not

Are going to aren’t

Is going to

isn’t is going

When going

going to leave
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Lesson 3 2 　 37

語句・表現
1 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。

⑴　たいしたことないよ。　　　　　　　　It’s 　　　　　　　. ➡★
⑵　私は将来，日本を訪れるつもりです。　I’ll visit Japan 　　　　　　　 the 　　　　　　　.  ➡★
⑶　トムはあさってここに来るでしょう。 ➡★
　　Tom will come here the day 　　　　　　　 　　　　　　　.

⑷　久美は最後のスピーチまでそこにいるでしょう。 ➡★
　　Kumi will 　　　　　　　 there 　　　　　　　 the final talk.

⑴ このItは，ばく然と状況・事情を表している
文法・読解

2 次の英文を日本文になおしなさい。

⑴　I’m going to read this book this weekend.  ➡①③
　　（ ）　　　

⑵　Are you going to visit your grandmother’s house? ➡②
　　（ ）　　　

どちらもbe going to ～の文
3 次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえなさい。 

⑴　I help my family.　〔文末にtomorrowを加えて，be動詞を使う未来の文に〕　 ➡①③
　　 　　　

⑵　Ken is going to join the festival.　〔疑問文にして，Noで答える〕　 ➡②
　　  　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を並べかえなさい。 

⑴　その列車は９時にここに着く予定です。　The train （ here / to / going / is / arrive ） at nine. ➡①
　　The train   at nine.　　　

⑵　あなたたちは夏休みの間に何をするつもりですか。 ➡②
　　（ you / to / going / what / do / are ） during the summer vacation?

　　  during the summer vacation?　　　

⑵ 〈What＋be動詞＋主語＋going to＋動詞の原形～?〉の語順
5 次の対話文を読んで，あとの各問いに答えなさい。 

  Kumi: It’s almost noon.  I’m going to leave soon.

  Paul: Are you?  Why?

  Kumi: I have a kendo test.

⑴　下線部のあとに省略されている語句を補って，６語の英文になおしなさい。　直前の文参照
　　 

⑵　久美はなぜすぐに出発するのですか。その理由を日本語で答えなさい。

　　（ ）

練 習 問 題 C

nothing
in future

after tomorrow

stay until

私は今週末にこの本を読むつもり〔予定〕です。

あなたはあなたのおばあさんの家を訪れるつもり〔予定〕ですか。

I am〔I’m〕 going to help my family tomorrow.

Is Ken going to join the festival? No, he is not〔isn’t〕.

is going to arrive here

What are you going to do

Are you going to leave soon?

剣道の試験〔テスト〕があるから。
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46 　 Lesson 3

　要点整理　

①　 will……助動詞willを使って，「～でしょう，～するでしょう」という意味で，未来を表す。「～するつ

もりです，～しようと思います」という意志も表す。

　　〈肯定文〉　          It  will  be cold tomorrow. （明日は寒くなるでしょう。）

　　〈疑問文〉　 Will  it be cold tomorrow? （明日は寒くなるでしょうか。）

　　〈応答文〉　　　 Yes, it will. / No, it will not. （はい，寒くなるでしょう。/ いいえ，寒くならないでしょう。）

　　〈否定文〉　          It  will   not  be cold tomorrow.   （明日は寒くならないでしょう。）

②　 be going to ～……am〔is, are〕 going to ～を使って，「～するつもり〔予定〕です，することになって

います」という意味で，前からの予定を表す。

　　〈肯定文〉　      Kate  is  going to study music. （ケイトは音楽を勉強するつもりです。）

　　〈疑問文〉　 Is  Kate going to  study music? （ケイトは音楽を勉強するつもりですか。）

　　〈応答文〉　　　 Yes, she is. / No, she is not. （はい，するつもりです。/ いいえ，するつもりではありません。）

　　〈否定文〉　      Kate  is   not  going to study music. （ケイトは音楽を勉強するつもりではありません。）

参考　willとbe going to ～の使い分け

未来の予測
・It will be rainy tomorrow.　（明日は雨になるだろう） →単なる予測

・Look at the sky.  It is going to be rainy soon.　（きっとすぐに雨が降る） →根拠のある予測

予定
・I will see a movie tomorrow.　（そうだ！　映画を見よう） →今，思いついたこと

・I am going to see a movie tomorrow.　（見ることになっている，見る予定だ） →前からの予定

1 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。

⑴　私は真
ま

紀
き

にEメールを送るつもりです。 I 　　　　　　　 send an e-mail to Maki.

⑵　彼らはサッカーをする予定です。 They 　　　　　　　 　　　　　　　 to play soccer.

⑶　彼は私たちのクラブに参加しないでしょう。 He 　　　　　　　 　　　　　　　 our club.

⑷　私はその映画を見るつもりではありません。 I’m 　　　　　　　 　　　　　　　 to see the movie.

2 次の対話が成り立つように，　　に適する語を書きなさい。

⑴　A:　Will you visit Kyoto, Ken?　will notの短縮形を使う
　　B:　No, 　　　　　　　 　　　　　　　.   I 　　　　　　　 visit Osaka.

⑵　A:　Are the girls going to have a concert?

　　B:　Yes, 　　　　　　　 　　　　　　　.   It’s on Sunday.

3 次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえなさい。 

⑴　My brother works on Saturday.　〔willを使った未来の文に〕　〈will＋動詞の原形〉
　　 

⑵　His friends are going to stay here.　〔疑問文にして，Noで答える〕　areを文の最初に置く
　　  　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑶　Bob will take a bus to the zoo.　〔下線部をたずねる文に〕　「何に乗るだろうか」
　　 

⑷　Mr Brown is going to meet Ann at the station.　〔下線部をたずねる文に〕 「どこで会うつもりか」
　　 

文法のまとめ 3 未来を表す表現

will
are going

won’t join
not going

I won’t will

they are

My brother will work on Saturday.

Are his friends going to stay here? No, they are not〔aren’t〕.

What will Bob take to the zoo?

Where is Mr Brown going to meet Ann?
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50 　 Lesson 3

1 次の英語を日本語になおしなさい。 ➡♳ ♴ ♵ ♶ 　　 ★
□⑴　desk 名 （　　　　　　　　　　　　　） □⑵　the earth 名 （　　　　　　　　　　　　　）

□⑶　fish 名 （　　　　　　　　　　　　　） □⑷　snow 名 （　　　　　　　　　　　　　）

□⑸　star 名 （　　　　　　　　　　　　　） □⑹　the sun 名 （　　　　　　　　　　　　　）

□⑺　test 名 （　　　　　　　　　　　　　） □⑻　weather 名 （　　　　　　　　　　　　　）

□⑼　world 名 （　　　　　　　　　　　　　） □⑽　agree 動 （　　　　　　　　　　　　　）

□⑾　believe 動 （　　　　　　　　　　　　　） □⑿　understand 動 （　　　　　　　　　　　　　）

□⒀　cool 形 （　　　　　　　　　　　　　） □⒁　sunny 形 （　　　　　　　　　　　　　）

□⒂　warm 形 （　　　　　　　　　　　　　） □⒃　soon 副 （　　　　　　　　　　　　　）

⑵・⑹ １つしか存在しないものには，ふつうtheをつける
2 次のAとBの関係とCとDの関係が同じになるように，　　に適する語を書きなさい。 ➡♳ ♶★☆
　  A B C D

□⑴ rain rainy cloud 　　　　　　　 名詞と形容詞
□⑵ animal animals child 　　　　　　　

□⑶ warm cool hot 　　　　　　　

□⑷ go went become 　　　　　　　

3 次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。

□⑴　We enjoyed his wonderful talk. 私たちは（ ）楽しみました。➡♳☆
□⑵　This movie is free. この映画は（　　　　　　　　　　　　　　　）。 ➡♳☆
□⑶　It’s almost twelve. （　　　　　　　　　　　　　　　）12時です。 ➡♴★
□⑷　Did they swim across the river? 彼らはその川を（  ）。➡♶★

⑴ このtalkは名詞で「話」　　⑵ このfreeは「自由な」ではなく，「無料の」
4 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。

□⑴　私は毎日8時から10時まで勉強します。 ➡♳★
　　　I study 　　　　　　　 eight 　　　　　　　 ten every day.

□⑵　あなたは将来，何を勉強しますか。 ➡♴★
　　　What will you study 　　　　　　　 the 　　　　　　　?

□⑶　たいしたことないよ。　　　　It’s 　　　　　　　. ➡♴★
□⑷　あさって会いましょう。　　　Let’s see the 　　　　　　　 　　　　　　　 tomorrow. ➡♴★
□⑸　あなたは今度の日曜日まで，ここに滞在することができますか。 ➡♴★
　　　Can you stay here 　　　　　　　 next Sunday?

□⑹　彼らは日本の音楽に興味を持っています。 ➡♵★
　　　They are 　　　　　　　 　　　　　　　 Japanese music.

□⑺　彼らはその大きなイヌを恐れています。 ➡♶★
　　　They are 　　　　　　　 　　　　　　　 the big dog.

□⑻　私は父を手伝います。例えば，私は彼の車を洗います。 ➡♶★
　　I help my father.  　　　　　　　 　　　　　　　, I wash his car.

総まとめLesson 3 　　 語句・表現 　　 教科書　P.23～39

LT₃

机 地球
魚 雪，雪降り

星，恒星 太陽
試験，検査，テスト 天気，天候
世界，世界中の人々 （意見が）一致する，同意する，賛成する
～と考える，信じる，～と思う 理解する，～がわかる

涼しい 日の照っている，晴れた
（気温が）暖かい すぐに，まもなく

cloudy
children

cold
became

彼のすばらしい話〔スピーチ〕を
無料です

もう少しで
泳いで横切りましたか

from to

in future
nothing

day after

until

interested in

afraid of

For example
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Lesson 3 　 51

１ 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。

□⑴　私の父はそのコンサートに行かないでしょう。 ➡♳
　　　My father 　　　　　　　 　　　　　　　 to the concert.

□⑵　もし明日雨が降れば，彼らは公園をそうじしないでしょう。 ➡♶ 

　　　　　　　　　　 it 　　　　　　　 rainy tomorrow, they won’t clean the park.

□⑶　彼らは毎日，両親を助けなければなりません。 ➡　　
　　　They 　　　　　　　 　　　　　　　 their parents every day.

⑵ if ～の部分は未来の内容でも現在形で表す
2 次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえるとき，　　に適する語句を書きなさい。

□⑴　Ken’s sister will buy a car.　〔疑問文にして，Yesで答える〕 ➡♳
　　　  a car? 　　 　　　　　　　　　　　　　　　.　　　

□⑵　The boy is Tom’s brother.　〔「私たちはその少年がトムの弟だと思います」という意味の文に〕 ➡♵
　　　We  .　　　

□⑶　We practice basketball after school every day.　〔下線部をtomorrowにかえて〕 ➡♴
　　　We are   tomorrow.　　　

3 （　）内の語句を使って，次の日本文を英文になおしなさい。

□⑴　私は，彼は親切だと思います。　（ think，kind ） ➡♵
　　　 　　　

□⑵　あなたは今週末に何をするつもりですか。　（ going，do，this weekend ） ➡♴
　　　 　　　

4 次の小笠原諸島についての英文を読んで，あとの各問いに答えなさい。

　　　　The Ogasawara Islands became a World Heritage Site in 2011.  Many people visit our 

islands every year.  They swim with dolphins and sea turtles.  They enjoy the moon and stars.  

They learn about the islands’ plants, fish and animals.

　　　　We, the people of the Ogasawara Islands, love our islands.  ①We believe that they are very 

special.  We made some rules.  These rules protect the islands’ plants and animals.  For 

example, one rule is, “②Don’t bother turtles on the beach.”

□⑴　下線部①をtheyが指す内容を明らかにして，日本文になおしなさい。 theyの内容は１文前を参照
　　　（ ）

□⑵　下線部②とほぼ同じ内容を表すように，　　に適する語を書きなさい。

　　　You 　　　　　　　 　　　　　　　 bother turtles on the beach.

　⑶　本文の内容と合うように次の問いに答えるとき，　　に適する語を書きなさい。

　□ⓐ　What do many people enjoy in the Ogasawara Islands?

　　　　　　 They enjoy the 　　　　　　　 and 　　　　　　　.

　□ⓑ　Why did the people of the Ogasawara Islands make some rules? Because ～で理由を答える
　　　　　　 　　　　　　　 these rules 　　　　　　　 the islands’ plants and 　　　　　　　.
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won’t go

If is
LT₃

must help

Will Ken’s sister buy Yes, she will

think （that） the boy is Tom’s brother

going to practice basketball after school

I think （that） he is〔he’s〕 kind.

What are you going to do this weekend?

私たちは自分たちの島〔小笠原諸島〕がとても特別であると信じています。

must not

moon stars

Because protect animals
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月　　日

　次の日本語は英語に，英語は日本語になおしなさい。
⑴　ほとんど，おおかた ⑵　～まで（ずっと）
⑶　soon ⑷　final

　次の文の文末にnext Sundayを加えて，未来の文に書きかえ
るとき，　　に適する語を書きなさい。
⑴　He goes to the park.

　→ He is going 　　　　 　　　　 to the park next Sunday.

⑵　We clean the room.

　→ We 　　　　 　　　　 to clean the room next Sunday.

⑶　I practice the piano.　
　→ 　　　　 　　　　 to practice the piano next Sunday.

すべて〈主語＋am〔is, are〕 going to＋動詞の原形～.〉で表す

　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。
⑴　あなたは明日テニスをするつもりですか。
　　　　　　 you going 　　　　 play tennis tomorrow?

⑵　そのバスは８時にここに着きますか。 

　　　　 いいえ，着きません。
　　Is the bus 　　　　 to arrive here at eight? 　　 No, it 　　　　.

⑶　ポールはいつ東京に行くつもりですか。 　　 あさってです。
　　　　　　 　　　　 Paul going to go to Tokyo? 　　 The day after tomorrow.

⑴・⑵ 疑問文は〈Is〔Are〕＋主語＋going to＋動詞の原形～?〉で表す
⑶ 疑問詞のあとにbe going to ～の疑問文の語順

　次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を並べかえて，全文を書きなさい。
⑴　あなたは今週末に何をするつもりですか。　
　　（ are / going / what / you / do / to ） this weekend?

⑵　私は将来，ロンドンを訪れるつもりです。
　　（ in / London / I’ll / visit / the ） future.

1 1
⑴ almost ⑵ until

⑶すぐに，まもなく⑷ 最後の，最終の

2 2� 〈完答〉

⑴ to go

⑵ are going

⑶ I’m going

空所の数から短縮形I’mを使う

3 3� 〈完答〉

⑴ Are to

⑵ going isn’t

⑶ When is

4
〈What＋be動詞＋主語＋going to
＋動詞の原形～?〉の語順

「将来」は in the future。I’ll＝I will

⑴ What are you going to do this weekend?

⑵ I’ll visit London in the future.

4
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テスト対策
　次のAとBの関係とCとDの関係が同じになるように，　　に適する語を書き
なさい。
 A B C D

⑴ old new cold 　　　　
⑵ cloud cloudy rain 　　　　
⑶ it is it’s it will 　　　　
⑷ island islands child 　　　　

　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。
⑴　私は将来，シドニーに住むつもりです。　
　　I’ll live in Sydney 　　　　 the 　　　　.

⑵　あなたは何の音楽に興味を持っていますか。
　　What music are you 　　　　 　　　　?

⑶　彼らは３時から５時まで私の家にいました。
　　They were in my house 　　　　 three 　　　　 five. 「～から…まで」はfrom ～ to ...
⑷　私は，あなたが彼の話を気に入ることを望みます。
　　I 　　　　 　　　　 you will like his story.

⑵ 「～に興味〔関心〕を持っている」はbe interested in ～
⑷ 「～（ということ）を望む」はhope （that） ～
　次の対話が成り立つように，　　に適する語を書きなさい。
⑴　A:　　　　　 it 　　　　 clear this weekend?

　　B:　Yes, it will.  Let’s play tennis this Saturday.

⑵　A:　What time 　　　　 you 　　　　 to leave?

　　B:　I’m going to leave at ten.

⑴ willを使って答えているので，未来を表すwillの疑問文にする
⑵ be going to ～ 「～するつもりです」の疑問文。be動詞を主語の前に置く。
　次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえなさい。
⑴　He will buy the new car.　〔否定文に〕　
⑵　I see the movie with my sister.　〔be動詞を使って未来の文に〕
⑶　Don’t use this computer today.　〔mustを使ってほぼ同じ内容を表す文に〕

⑶ Don’t ～.はYou must not ～.「～してはいけない」で書きかえられる

1 1
⑴ hot

⑵ rainy

⑶ it’ll

⑷ children

2 2� 〈完答〉

⑴ in future

⑵ interested in

⑶ from to

⑷ hope that

「将来」は
in the future

3 3� 〈完答〉

⑴ Will be

⑵ are going

4

⑴ He will not〔won’t〕 buy the new car.

⑵ I am〔I’m〕 going to see the movie with my sister.

⑶ You must not use this computer today.

4
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テスト対策
　次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語句を並べかえて，全文を書きなさい。 

⑴　私は，明日は晴れるだろうと思います。　　　　I （ will / think / be / it / sunny ） tomorrow.

⑵　アリスは博物館を訪れるつもりはありません。　Alice （ to / not / is / visit / going ） the museum.

⑶　もし今日父が忙しければ，私が車を洗うつもりです。
　　I （ my father / will / the car / wash / if / is ） busy today.

⑶ ifのあとは未来の内容でも現在形を使う
　次のようなとき，英語でどのように言えばよいですか。（　）内の語句を使って英文を作りなさい。
⑴　自分は今晩まで母親の手伝いをしなければならないと言うとき。　（ until ）
⑵　相手にどこで昼食を食べるつもりかたずねるとき。　（ going，eat ）

⑴ 「～しなければならない」はmust。「～まで（ずっと）」はuntil。
　次の英文を読んで，あとの各問いに答えなさい。

　　We, the people of the Ogasawara Islands, love our islands.  We believe that they are 

very special.  We made ①some rules.  These rules protect the islands’ plants and animals.  

For example, one rule is, “Don’t bother turtles on the beach.”

　　Turtles come to the beach and lay eggs.  ②It is a beautiful event.  People sometimes 

take pictures.  The turtles are afraid of the flash.  They don’t lay eggs.  They hurry across 

the beach and go into the sea.  If this continues, the turtles will not come back.

⑴　下線部①の例として本文中にあげられているものを，日本語で答えなさい。　本文３行目参照
⑵　下線部②が指す内容を日本語で答えなさい。　Itは直前の文の内容を指している
⑶　本文の内容と合うように次の問いに答えるとき，　　に適する語を書きなさい。
　ⓐ　What do the people of the Ogasawara Islands believe?　本文１～２行目参照
　　　　　 They believe that their 　　　　 are very 　　　　.

　ⓑ　What happens if people take pictures of the turtles?　本文５行目参照 
　　　　　 The turtles don’t lay eggs because they are 　　　　 of the 　　　　.　

1

⑴ I think it will be sunny tomorrow.

⑵ Alice is not going to visit the museum.

⑶ I will wash the car if my father is busy today.

1

2

⑴ 〔例〕　I must help my mother until this evening.

⑵ 〔例〕　Where are you going to eat lunch?

2

3

� 〈⑶ 完答〉

⑴ 浜で〔にいる〕カメのじゃまをしてはいけない。

⑵ カメが浜に来て卵を産むこと。

⑶ ⓐ islands special ⓑ afraid flash

3
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