


Unit 3 (1)　Plans for the Summer

／英語 2年　◯光

単語の確認
□ liberty リバテイ 自由

□ statue スタチユー 像

□ tomorrow トモーロウ 明日（は）

□ serious スイアリアス 本気の，真剣な

□ go on a trip 旅行に出かける

□ the day after tomorrow 明後日

□ plan プラン 計画，予定

□ tennis テニス テニス

□ kid キド 冗
じょう

談
だん

を言う，からかう

□ Are you kidding? 冗談でしょう。まさか。

□ I’d like to ～ . ～したいです。

（例）にならって解きましょう。

  次の日本文の意味を表す英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。ただし，［　　］

内の語を使うこと。

（例）　私は土曜日にバスケットボールをするつもりです。　　［ play ］

　　　I’m 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 basketball on Saturday.

□⑴　拓は今晩ミンホを訪ねるつもりです。　　［ visit ］

　　　Taku 　　　　　　　 　　　　　　　 to 　　　　　　　 Min-ho this evening.

□⑵　私たちは今日の午後，買い物に行くつもりです。　　［ go ］

　　　We’re 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 shopping this afternoon.

   次の英文を疑問文に書きかえ，書きかえた疑問文にYes / No を使って 2通りに答えるとき，　　　

にあてはまる語を書きなさい。

（例）　You are going to visit Okinawa this summer.  （あなたは今年の夏，沖縄を訪れるつもりです。）

　　　　　　　　　　 you 　　　　　　　 　　　　　　　 visit Okinawa this summer?

　　　― Yes, I 　　　　　　　 . / No, I’m 　　　　　　　 .

□　　You are going to play baseball on Sunday.    （あなたは日曜日に野球をするつもりです。）

　　　　　　　　　　 you 　　　　　　　 to play baseball on Sunday?

　　　― Yes, I 　　　　　　　 . / No, I’m 　　　　　　　 .

   次の日本文の意味を表す英文になるように，（　　）内の語（句）を並べかえなさい。

（例）　あなたは日曜日に何をするつもりですか。  （ are you / what / going to ） do on Sunday?

　　　  do on Sunday?

□　　あなたは今年の夏，何をするつもりですか。  （ going to / what / are you ） do this summer?

　　　  do this summer?

  次の英文を否定文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書きなさい。

（例）　I’m going to see Yumi on Saturday.     （私は土曜日に由美に会うつもりです。）

　　　I’m 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 see Yumi on Saturday.

□　　She’s going to read a book after dinner.   （彼女は夕食後に本を読むつもりです。）

　　　She’s 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 read a book after dinner.
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Unit 3 (1)　Plans for the Summer

　英語 2年／◯光

わからないときは，「やってみよう」を見直そう。

 単語の練習 次の英語を日本語にしなさい。

□⑴　liberty ［ ］ □⑵　plan ［ ］

□⑶　statue ［ ］ □⑷　tennis ［ ］

□⑸　tomorrow ［ ］ □⑹　kid ［ ］

□⑺　serious ［ ］ □⑻　Are you kidding? ［ ］

□⑼　go on a trip ［ ］ □⑽　I’d like to ～ . ［ ］

□⑾　the day after tomorrow　　

  次の日本文の意味を表す英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。ただし，［　　］

内の語を使うこと。

□⑴　私は夏休みの間に本をたくさん読むつもりです。　　［ read ］

　　　 I’m 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 many books during the summer 

vacation.

□⑵　私たちは今晩，音楽を聞くつもりです。　　［ listen ］

　　　We’re 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 to music this evening.

□⑶　健太は日曜日に彼のお父さんを手伝うつもりです。　　［ help ］

　　　Kenta 　　　　　　　 going 　　　　　　　 　　　　　　　 his father on Sunday.

   次の英文を疑問文に書きかえ，書きかえた疑問文にYes / No を使って 2通りに答えるとき，　　　

にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　Aya is going to play tennis on Saturday.   （綾は土曜日にテニスをするつもりです。）

　　　　　　　　　　 Aya 　　　　　　　 　　　　　　　 play tennis on Saturday?

　　　― Yes, she 　　　　　　　 . / No, she 　　　　　　　 .

□⑵　You and Nick are going to go shopping.   （あなたとニックは買い物に行くつもりです。）

　　　　　　　　　　 you and Nick 　　　　　　　 　　　　　　　 go shopping?

　　　― Yes, we 　　　　　　　 . / No, we 　　　　　　　 .

   次の日本文の意味を表す英文になるように，（　　）内の語（句）を並べかえなさい。

□⑴　彼らは今週末，何をするつもりですか。

　　　（ what / going to / are they ） do this weekend?

　　　  do this weekend?

□⑵　あなたは今週末にどこに行くつもりですか。

　　　（ going to / where / are you ） go this weekend?

　　　  go this weekend?

  次の英文を否定文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書きなさい。

□　　I’m going to go to the library on Sunday.　　（私は日曜日に図書館へ行くつもりです。）

　　　I’m 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 go to the library on Sunday.
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Unit 3 (1)　Plans for the Summer

／英語 2年　◯光

わからないときは，「やってみよう」を見直そう。☆印はレベルアップ問題。

 単語の練習 次の日本語を英語にしなさい。

□⑴　自由  □⑵　計画，予定  

□⑶　像  □⑷　テニス  

□⑸　明日（は）  □⑹　冗談を言う，からかう  

□⑺　本気の，真剣な  □⑻　冗談でしょう。まさか。

□⑼　旅行に出かける □⑽　～したいです。

□⑾　明後日  

  次の日本文の意味を表す英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。ただし，［　　］

内の語を使うこと。

□⑴　私は金曜日に私の祖父母に会うつもりです。　　［ see ］

　　　I’m 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 my grandparents on Friday.

□⑵　彼女たちは土曜日に買い物に行くつもりです。　　［ go ］

　　　They’re 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 shopping on Saturday.

□⑶　由美は 8月に彼女の友達を訪ねるつもりです。　　［ visit ］

　　　Yumi 　　　　　　　 　　　　　　　 to 　　　　　　　 her friends in August.

   次の英文を疑問文に書きかえ，書きかえた疑問文にYes / No を使って 2通りに答えるとき，　　　

にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　You are going to go on a trip this summer.   （あなたは今年の夏，旅行に出かけるつもりです。）

　　　　　　　　　　 you 　　　　　　　 　　　　　　　 go on a trip this summer?

　　　― Yes, I 　　　　　　　 . / No, I’m 　　　　　　　 .

□⑵　He is going to visit his uncle this weekend.  （彼は今週末に彼の叔父を訪ねるつもりです。）

　　　　　　　　　　 he 　　　　　　　 to visit his uncle this weekend?

　　　― Yes, he 　　　　　　　 . / No, he 　　　　　　　 .

   次の日本文の意味を表す英文になるように，（　　）内の語（句）を並べかえなさい。

□⑴　あなたはいつニューヨークへ行くつもりですか。

　　　（ going to / when / are you ） go to New York?

　　　  go to New York?

□⑵　あなたは休みの間に何をするつもりですか。

　　　（ going to / what / do / are you ） during the vacation?

　　　  during the vacation?

  次の英文を否定文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書きなさい。

□　　She’s going to study math this evening.　　（彼女は今晩，数学を勉強するつもりです。）

　　　She’s 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 study math this evening.
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Unit 3 (1)　Plans for the Summer

　英語 2年／◯光

定期テストの前に確認しよう！☆印はレベルアップ問題。

 語・語句と表現 次の日本文の意味を表す英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　自由の女
め

神
がみ

像はとても有名な像です。

　　　The Statue of Liberty is a very famous 　　　　　　　 .

□⑵　あなたたちは土曜日に何か予定がありますか。

　　　Do you have any 　　　　　　　 on Saturday?

□⑶　私はテニスをすることが得意です。

　　　I’m good at playing 　　　　　　　 .

□⑷　あなたは本気で言っているのですか。

　　　Are you 　　　　　　　 ?

□⑸　冗談でしょう。

　　　Are you 　　　　　　　 ?

□⑹　今週末に旅行に行ってみてはいかがですか。

　　　Why don’t you 　　　　　　　 　　　　　　　 a 　　　　　　　 this weekend?

□⑺　私はジュースが飲みたいです。

　　　I’d 　　　　　　　 　　　　　　　 drink some juice.

□⑻　私は明後日泳ぎに行くつもりです。

　　　I’m going to go swimming the 　　　　　　　 after 　　　　　　　 .

　　次の日本文の意味を表す英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。ただし，［　　］内

の語を使うこと。

□⑴　私は今晩，宿題をするつもりです。　　［ do ］

　　　I’m 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 my homework this evening.

□⑵　彼は夏休みの間に一生懸
けん

命
めい

に練習するつもりです。　　［ practice ］

　　　He’s 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 hard during the summer vacation.

□⑶　私たちは明日サッカーの試合を見るつもりです。　　［ watch ］

　　　We’re 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 a soccer game tomorrow.

　　　次の英文を疑問文に書きかえ，書きかえた疑問文にYes / No を使って 2通りに答えるとき，　　　

にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　Yuta is going to go camping this summer.   （裕太は今年の夏，キャンプに行くつもりです。）

　　　　　　　　　　 Yuta 　　　　　　　 　　　　　　　 go camping this summer?

　　　― Yes, he 　　　　　　　 . / No, he 　　　　　　　 .

□⑵　They are going to visit Kyoto this summer.  （彼らは今年の夏，京都を訪れるつもりです。）

　　　　　　　　　　 they 　　　　　　　 to visit Kyoto this summer?

　　　― Yes, they 　　　　　　　 . / No, they 　　　　　　　 .
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