
夏期講習　第二講「未来形と助動詞」

＜練習問題＞

【未来形をマスターしよう】

⃣1次の中に当てはまる語句を書きなさい

① I （      ）play tennis tomorrow.  私は明日テニスをするつもりです。

②（　　　） you go to the park next Sunday? あなたは来週の日曜日に公園へ行くつもりですか。

③ They （　　　　） study English in this class tomorrow. 彼らは明日この授業で英語を勉強するつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もりはありません。

④ I （     　）（　　　　）（　　　）play tennis tomorrow. 私は明日テニスをするつもりです。

⑤（　　　　） you （　　　　）（　　　） go to the park next month? あなたは来月公園にいくつもりですか。

 

⑥ He （　　　）（       　　）（　　　） run in the park today.　彼は今日公園で走るつもりはありません。

⑦ What （　　　　） you （　　　　　）（　　　）do next Sunday? あなたは来週の日曜日に何をするつも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りですか。

⃣2次の英語を日本語にしなさい。

① I will watch soccer game tomorrow.
→

② Is he going to go to America next year?
→

③ What will you do tomorrow?
→

④ It will be cold next Saturday.
→

⑤

⃣3次の日本語を英語にしなさい。

①私は明日公園でテニスをするつもりです。（will を使って）

→

②あなたは来週アメリカを訪れるつもりですか。（be going to を使って）

→

③彼らは明日何をするつもりですか。（will を使って）

→

④私は来月、東京に行く予定はありません。（be going to を使って）

→

⑤明日の天気はどうですか。（will を使って）

→
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【助動詞をマスターしよう】

※can、must、have to の練習問題

⃣1次の日本語を参考にして、（　）の中に当てはまる動詞を書きなさい。

① I （　　　） run very fast. 私はとても早く走ることができる。

② He （　　　） clean in his room. 彼は自分の部屋を掃除しなければならない。

③ He （　　　）（　　）clean in his room. 彼は自分の部屋を掃除しなければならない。

④（　　　）you go to Hamamatsu next month? あなたは来月浜松に行かなければなりませんか。

⑤（　　　）he have to go to Hamamatsu next month? あなたは来月浜松に行かなければなりません

                                                                     か。

⃣2次の英文を日本語に訳しなさい。

① I can play tennis very well.
→

② He must go to America next week.
→

③ He has to study English very hard.
→

④ They had to do their homework.
→

⃣3次の日本語を英作文しなさい。

①私は英語を上手に話すことができる。

→

②トムは自分の部屋を掃除しなければならない。（must を使って）

→

③トムは自分の部屋を掃除しなければならない。（have to を使って）

→

④彼らは来週英語を勉強しなければなりませんか。（must を使って）

→

⑤彼らは来週英語を勉強しなければなりませんか。（have to を使って）

→
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【助動詞の会話表現＆書き換え問題にチャレンジ！】
⃣1

次の日本語に合うように適する語句をあてはめなさい。

①（　　　）（　　　）open the window? 　　窓を開けてくれませんか。

②（　　　）（　　　） ask you? 　　　　　　　あなたにたずねてもいいですか？

③（　　　）（　　　） open the window?  　 窓を開けましょうか。

④（　　　）（　　　） play tennis next week? 来週テニスをしませんか。

⑤（　　　）（　　　　）（　　　　）more coffee? もっとコーヒーはいかがですか。

⑥（　　　　　）（　　　　　） open the window? 窓を開けていただけませんか。

⃣2次の文の内容が同じ意味になるように（　）内に適する言葉を書きなさい。

① I will go to Tokyo next week.
→I （　　　）（　　　　）（　　　） go to  Tokyo next week.

② He must do his homework.
→He （　　　）（　　　）do his homework.

③ Shall we dance?
→（　　　　） dance.
→（　　　　）（　　　　）dancing?
→（　　　　）（　　　　）（　　　　）dance?

④ Don't run here.
→（　　　）（　　　　）run here.

⑤ Will you open the window?
→（　　　　　）open the window.

⃣3次の日本語を英語に直しなさい。

①明日公園でテニスをしませんか。（Let's を使わずに。）

→

②ここで走ってはいけません。（Don't を使わずに）

→

③写真をとってくれませんか。（Please を使わずに）

→
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