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確 認 問 題
1  次の絵の中の語（句）を使って，「…は明日～するつもりです。」という英文を書きなさい。

　　I’m going to play tennis tomorrow.

□⑴　　I’m［I am］ going to see Ann tomorrow.
□⑵　　They’re［They are］ going to practice soccer tomorrow.
□⑶　　He’s［He is］ going to visit his friend tomorrow.

2  次の（　　）内の語（句）をこの順に使って，「…は～するつもりです。」という英文を書きなさい。
　　 （I / walk in the park / this weekend） → I’m going to walk in the park this weekend.

□⑴ 　（I / visit my friend / this weekend）

I’m［I am］ going to visit my friend this weekend.
□⑵　（she / read this book / this weekend）

She’s［She is］ going to read this book this weekend.
□⑶　（we / play basketball / tomorrow）

We’re［We are］ going to play basketball tomorrow.

3  次の会話文が成り立つように，　　　に当てはまる語を書きなさい。
□⑴　A:  Are  you  going to have lunch in your classroom?

　　　B:  Yes,  I am .

□⑵　A:  Is  he going  to study in the library after school?

　　　B:  No, he isn’t .  He’s going to study at home.

□⑶　A:  What are  they  going to do next Sunday?

　　　B:  They’re going  to  play tennis in the park.

4  次の英文を（　　）内の指示にしたがって書きかえるとき，　　　に当てはまる語を書きなさい。
□⑴　I clean my room.　（文末に tomorrowを付けて「～するつもりです」という文に）

　　　I’m going  to  clean  my room tomorrow.

□⑵　Bob studies Japanese.　（文末に this weekendを付けて「～するつもりです」という文に）

　　　Bob is  going  to  study Japanese this weekend.

□⑶　Kumi is going to make dinner.　（疑問文にして Yesで答える） 

　　　 Is  Kumi going  to  make dinner? ―― Yes, she is .

□⑷　He’s going to watch TV after dinner.　（下線部をたずねる文に）

　　　 What  is  he going  to  do after dinner?
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基 本 問 題

A 次の日本語を英語にしなさい。
□⑴　自由  liberty 　　□⑵　計画，予定 plan
□⑶　像  statue 　　□⑷　テニス tennis
□⑸　明日（は）  tomorrow 　　□⑹　本気の，真剣な serious

B 次の日本文に合う英文になるように，　　　に当てはまる語を書きなさい。
□⑴　私は毎年夏に，祖父母の家に泊まります。

　　　I stay  with  my grandparents every summer.

□⑵　あなたは有名な俳優になれますよ。―― 冗談でしょう。

　　　You can be a famous actor. ―― Are you kidding ?

□⑶　私はこの夏，旅行に出かけたいです。

　　　I want to go  on  a trip  this summer.

□⑷　私はこの本が読みたいです。

　　　I’d like  to  read this book.　

□⑸　私は明後日トムに会うつもりです。

　　　I’m going to see Tom the day  after  tomorrow .

□⑹　私たちと一
いっ

緒
しょ

に来たらどうですか。

　　　 Why  don’t  you come with us?

1  次の英文を（　　）内の指示にしたがって書きかえなさい。
□⑴　He plays basketball.　（文末に this weekendを付けて「～するつもりです」という文に）　

　　　　He’s［He is］ going to play basketball this weekend. 
□⑵　We visit the U.S.　（文末に next monthを付けて「～するつもりです」という文に）

　　　　We’re［We are］ going to visit the U.S. next month.
□⑶　Yumi is going to talk with Mr. Smith.　（疑問文にしてNoで答える）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ―― 　 

□⑷　They are going to study together after school.　（下線部をたずねる文に）

　　　　What are they going to do after school?

2  　　　  次の日本文に合う英文になるように，　　　に当てはまる語を書きなさい。
□⑴　私は夕食前に母を手伝うつもりです。

　　　 I’m  going  to  help my mother before dinner.

□⑵　あなたは新しい腕
うで

時計を買うつもりですか。

　　　 Are  you going  to  buy a new watch? 

□⑶　彼は夕食後に何を勉強するつもりですか。

　　　 What  is  he going  to  study after dinner?

単語・語句単語・語句
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Are you kidding?＝「冗談でしょう。まさか。」
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I’d like to ～. ＝「～したいです。」

the day after tomorrow＝「明後日」

Why don’t you ～?＝「～したらどうですか。」

文法文法

Is Yumi going to talk with Mr. Smith? No, she isn’t.

I’m going to ～. ＝「私は～するつもりです。」
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