SPRING 2ENT Day4

LESSON11・ 12
Point 1
未来を表す表現
（１）be going to ＋動詞の原形
「…するつもりです」「…する予定です」という，すでに決めて
いる‘意図・計画’や，「…する（ことになる）でしょう」とい
う，現在の状況から判断した‘起こりそうな未来’を表す．
I am going to visit my grandparents tomorrow.
（わたしは明日，祖父母を訪ねるつもりです．） ※ 意図・計画
It’s going to be sunny this afternoon.
（午後は晴れるでしょう．）※ 起こりそうな未来
（２）否定文・疑問文
作り方は be 動詞の文と同じ．
He is not going to be in time.（彼は間に合わないでしょう．）
Are you going to watch the movie on TV?
（あなたはその映画をテレビで見るつもりですか．）
－ Yes, I am. / No, I’m 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．）
When are you going to call him?
（あなたはいつ彼に電話をかけるつもりですか．）
－ I’m going to call him after dinner.
（夕食後です．）
Who is going to wash the car? （誰が車を洗う予定ですか．）
－ Tom is. （トムです．）
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Check 1
次の日本語の意味に合うように，カッコ内に適語を入れなさい．
１）日曜日にユミと買い物に行く予定です．
I (

) (

) (

) (

) shopping with Yumi on

Sunday.
２）今晩は寒くなるでしょう．
It (

)(

)(

)(

) cold tonight.

３）タロウは明日はでかけないつもりです．
Taro (

)(

)(

)(

) out tomorrow.

４）あなたはそのチケットを買うつもりですか．
－ ええ，そのつもりです．
(

) you (
－Yes, I (

)(

)(

) the ticket?

).

５）あなたは昼食に何を食べる予定ですか．
－ サンドイッチを食べるつもりです．
(

)(
－ I’m (

) you (
)(

)(

) eat for lunch?

) eat sandwiches.
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Point 2
疑問詞 How, Why
（１）How …?
疑問詞 how は，
・「どうやって」と‘方法・手段’をたずねる時
・「どんな状態で」と‘状態’をたずねる時

に用いる．

How do you go to school? － I go to school by bus.
（どうやって学校へ行きますか．－バスで行きます．）
How is Tom? － Fine. Thank you.
（トムの具合はどうですか．－元気です．ありがとう．）

（２）How long〔often〕…?
「どのくらい（の時間）…」と‘時間の長さや期間’をたずねる時は，
How long …?を用いる．
How long do you watch TV a week?
－ I watch TV for about ten hours.
（週にどのくらいテレビを見ますか．－ 約 10 時間です．）
「どのくらい…」と‘頻度’をたずねる時は，How often …?を用いる．
How often do you brush your teeth?
－ I brush my teeth twice a day.
（どのくらいの頻度で歯をみがきますか．－1 日 2 回です．）

（３）Why …?
「なぜ…」と理由をたずねる時は，疑問詞 why を用いる．
その理由は Because ～.で答える．
Why are you in bed?

－ Because I have a cold.

（どうして寝ているのですか．－ 風邪をひいているからです．）
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Check 2
次の日本語の意味に合うように，カッコ内に適語を入れなさい．
１）私のスピーチはいかがでしたか． － とてもよかったです．
(

) was my speech? － It was great.

２）彼は毎晩どのくらい寝ますか． － 10 時間くらいです．
(

)(

) does he sleep every night?

－ He sleeps for about ten hours.
３）あなたはどのくらいの頻度で図書館へ行きますか．
－週 1 度です．
(

)(

) do you go to the library?

－ I go there (

)(

)(

４）どうして泣いているのですか．
－ 悲しいお話を読んだからです．
(

) are you crying?
－ (

) I read a sad story.
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Point 3
will を用いた文
１）will＋動詞の原形
未来の予想や推量：「…になります；…するでしょう」
The train will come soon. （電車はすぐに来るでしょう．）
その場で決めた意志：「…しましょう；…しようと思います」
I will call him tonight. （私が彼に今夜電話しましょう．）
※ will のように，動詞の原形の前について，動詞に意味を添えるはたら
きをする語を助動詞という．

２）否定文
〈will not＋動詞の原形〉で表す．
The train will not〔won’t〕come on time.
（電車は時間通りには来ないでしょう．）
３）疑問文
〈Will＋主語＋動詞の原形～?〉で表し，答える時も will を使う．
Will you go to the meeting?
（あなたは会合に行きますか．）
－ Yes, I will. / No, I won’t.
（はい，行きます．/ いいえ，行きません．）
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be going to と will の使い分け

参考

be going to
１）現在，何か兆候があって，ほぼ確実に起こりそうなこと
It’s going to rain. （雨が降りそうです．）
２）前もって意図・計画していたこと
We’re going to see the movie.
（私たちはその映画を見る予定です．）
will
１）時がたてば自然にそうなること
He will be eleven next week.（彼は来週 11 歳になります．）
２）話者が（経験などから）推量していること
He will be late again. （彼はまた遅れるでしょう．）
３）その場で決めた意思
I’ll go there. （私がそこへ行きましょう．）

Check 3
次の日本文の意味に合うように，カッコ内に適語を入れなさい．
１）息子は明日で 13 歳です．
My son (

)(

) 13 years old tomorrow.

２）明朝は寒くないでしょう．
It (

)(

) cold tomorrow morning.

３）コンサートは時間通りに始まるでしょうか．
(

) the concert (

) on time?

― ええ，始まるでしょう．
― Yes, (

)(

).
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Point 4
can を用いた許可・依頼の文
１）許可（…してもよい）
You can eat any cake in the box.
（箱の中のケーキはどれを食べてもいいですよ．）
Can I use this camera?
（このカメラを使ってもいいですか．）
★Can I …? に対する答え方
・許可を与える場合
Sure. / Yes, of course. / Yes, certainly. など
・許可を与えない場合
I’m sorry, but you can’t. など
２）依頼（…してくれますか）
Can you help her?

－ Yes, of course.

（彼女を手伝ってくれる？ － ええ，いいですよ．）
★Can you …? に対する答え方
・依頼を受ける場合
Sure. / Yes, of course. / OK. / All right. など
・依頼を断る場合
I’m sorry, but I can’t. など
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Check 4
次の日本文の意味に合うように，カッコ内に適語を入れなさい．
１）ここでは携帯電話を使ってもいいですよ．
You (

)(

) a mobile phone here.

２）入ってもいい？ － もちろん．
(

)(

) come in?

－ (

).

３）電話に出てくれる？ － 悪いけど，出られません．
(

)(

) answer the phone? － Sorry, but I (
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Point 5
May を用いた許可・推量の文
１）許可（…してもよい）
You may use my computer for an hour.
（１時間は私のコンピューターを使ってもいいですよ．）
May I come in? （入ってもよろしいでしょうか．）
※May I …？（…してもいいですか）は Can I…?よりも丁寧な言い
方．

★Man I …? に対する答え方（Can I …? に対してと同じ）
・許可を与える場合
Sure. / Yes, of course. / Yes, certainly. など
・許可を与えない場合
I’m sorry, but you can’t. など
２）推量（…かもしれない）
She may know his address.
（彼女は彼の住所を知っているかもしれません．）

Check 5
次の日本文の意味に合うように，カッコ内に適語を入れなさい．
１）帰宅してもよろしいでしょうか．－もちろんです．
(

)(

) go back home?

－ (

).

２）メアリーはお母さんに対して怒っているのかもしれません．
Mary (

)(

) angry with her mother.
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Point 6
must を用いた義務の文
１）must（…しなければならない）
We must get up early tomorrow.
（明日は早く起きなければなりません．）
２）have to（…しなければならない）
We have to get up early tomorrow.
He has to get up early tomorrow.
３）must not（…してはいけない）“禁止”
You must not 〔mustn’t〕use that umbrella.
（あの傘を使ってはいけません．）
４）must（…に違いない）“推量”
She must know his address.
（彼女は彼の住所を知っているに違いない．）

Check 6
次の日本文の意味に合うように，カッコ内に適語を入れなさい．
１）生徒は 8 時 10 分までに学校に来ていなければなりません．
The students (

) be at school by eight ten.

２）彼女はすぐに家を出なければなりません．
She (

)(

) leave home soon.

３）ここで泳いではいけません．
You (

)(

) swim here.
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Exercises
（１）日本文の意味になるように，空所に適語を入れなさい．
１）私は明後日，ブラウン氏に会う予定です．
I’m (

)(

) see Mr. Brown (

)(

)(

)(

).

２）私がそのカバンを部屋まで運びましょう．
I(

)(

) the bags to the room.

３）窓を閉めてくれますか．
(

)(

) close the windows?

４）あなたは夕食前に宿題をやらなければなりません．
You (

)(

) your homework before dinner.

５）彼らは同じアパートに住んでいるにちがいありません．
They (

)(

) in the same apartment.

６）東京にどのくらい滞在する予定ですか．―２週間です．
(

)(

)(

) you going to stay in Tokyo?
― (

) two weeks.

（２）各文を指示に従って書き換えなさい．
１）I played tennis with Meg last Sunday.
（last Sunday を next Sunday に）

２）They go to school by train.
（下線部が答えの中心になる疑問文に）
（３）次の各組の文がほぼ同じ意味になるように，カッコ内に適語を
入れなさい．
１）Can I go with you?
(

)(

) go with you?

２）Karen must go back home by six.
Karen (

)(

) go back home by six.

３）Don’t take pictures here.
You (

)(

) take pictures here.
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（４）次の日本文を英語に直しなさい．
１）あなたのペンを使ってもいいですか．
２）（急に黒雲が出てきて）雨が降るでしょう．
３）今日の午後は暖かくなるでしょうか．
４）あなたはどうして昨日，学校を休んだのですか．
－病気で寝ていたからです．

５）ミキは来年の春には高校生になります．
６）トムは今日，学校を休むかもしれません．
７）私たちは９時までに駅に到着しなければなりません．
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