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コミニカ英語教材(基礎編)

2年　第6級
①　未来形の用法 be going toとwill [学習] ‥‥ 3 ~ 4

CD ②　be going to ̃の用法　肯定文 [語順] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　be going to ̃の用法　否定文 [語順] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　be going to ̃の用法　疑問文 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　be going to ̃の用法　疑問詞のある疑問文 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　助動詞willの用法　一般動詞　肯定文 [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　助動詞willの用法　be動詞　肯定文 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　助動詞willの用法　be動詞　否定文 [語順] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　助動詞willの用法　be動詞　疑問文 [語順] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　助動詞willの用法　be動詞　疑問詞のある疑問文 [語順] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　現在形から未来形への書きかえ　肯定文 [文法] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　現在形から未来形への書きかえ　否定文・疑問文　 [文法] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　willからbe going tõの文への書きかえ [文法] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　未来形　疑問文とその応答文 [応答] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　will be able to ̃の文への書きかえ [文法] ‥‥ 31 ~ 32

【学習の手引き】 　

(1) 「学習」の項目は、プリントをよく読んで理解しましょう。
(2) 「語順」「英作」「応答」などの項目では、声を出しながら問題を解き、英作文にチャレンジ

しよう。
(3) なれてきたら、完成文だけを書いてもいいです。
(4) 完成文まで書き終えたら、あなたが作った英文をネイティブスピーカーはどう発音するか、CD

で何度も聞き、あなたも後について読みましょう。

(5) 各級を終えたら、今度はCDだけ聴き、日本語の読み上げに続いて、すぐに英語で言ってみま
しょう。
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単語表　2年6級で登場する単語 　

【名詞など】 【形容詞など】

□□アメリカ America　[アメリカ]　 □□幸せな happy　[ハぁピ]

□□午後 afternoon　[あフタヌーン] 　 □□ひまな free　[フリー]

□□ケーキ cake　[ケイク]　 □□疲れて tired　[タイアド]

□□教会 church　[チャーチ] 　 □□忙しい busy　[ビズィ]

□□夜・夕方 evening　[イーブニング] □□暑い hot　[ハット]

□□図書館 library　[らイブレリ] 　 □□寒い cold　[コウるド]

□□晩 night　[ナイト]

□□バーティ party　[パーティ] 　 【副詞など】

□□選手 player　[プれイア] 　 □□家に home　[ホウム]

□□雨 rain　[レイン] 　 □□次に next　[ネクスト]

□□明日 tomorrow　[トゥマロウ] □□今夜 tonight　[トゥナイト]

□□休暇 vacation　[ベケイション] 　 □□まもなく soon　[スーン]

□□散歩 walk　[ウォーク]

□□週 week　[ウィーク] 　 <参考>

□□冬 winter 　[ウインタ]　 □□will notの短縮形 won't　[ウォント]

 　

【動詞など】 □□日曜日 Sunday　[サンディ]

□□~でしょう will　[ウィる] 　 □□月曜日 Monday　[マンディ]

□□火曜日 Tuesday　[テューズディ]

□□買う buy　[バイ] 　 □□水曜日 Wednesday  [ウエンズディ]

□□見つける find　[ファインド] 　 □□木曜日 Thursday　[さ~ズディ]

□□着く get　[ゲット] 　 □□金曜日 Friday　[フライディ]

□□(パーティーを)開くhave　[ハぁブ] □□土曜日 Saturday　[サぁタディ]

□□会う see　[スィー] 　

□□出発する start　[スタート]

□□滞在する stay　[ステイ] 　

□□連れていく take　[テイク]  　

□□訪れる visit 　[ビィズィット] 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課題　未来形 be going to ̃とwill     　　　　　　　　　学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習２年・第６級 ①

アィ  アム　　ゴウイング　トゥ　プれィ　　　　テニス

【基本文】  I am going to play tennis.
私はテニスをするつもりです

[１]　be going to ̃ 肯定文
be going to ̃のgoingは、主体(主語)の心理的に進行状態になっていることを意味します。
つまり、to以下に導かれる「ひとまとまりの行為や状態」へと向かう心理的な状態になって
いることを表していることになります。
この場合、「ひとまとまりの行為や状態」は原形動詞フレーズであらわします。

そこで、be going to ̃は、「~するつもりだ」とか「~でしょう」と未来の意味を持つ

ことになります。

[Ⅱ]　be going to ̃ 否定文

否定文は、be not going to ̃となるだけで、be動詞の否定文と同じです。

[英文の生産]

Play tennis. I am not going to play tennis.
テニスをする  --> 私はテニスをするつもりはありません

I am not going to ̃ We are not going to ̃
You not are going to ̃ You are not going to ̃
He is not going to ̃
She is not going to ̃ They are not going to ̃
It is not going to ̃

※　短縮形は、I'm going to ̃やHe isn't going to ̃やWe aren't going to ̃など
となります。

[Ⅲ]　be going to ̃ 疑問文
ここでも、be動詞の疑問文と同じです。

[英文の生産]

Play tennis? Are you going to play tennis?
テニスをするの?  --> あなたはテニスをするつもりですか?

[英文の生産]

Play tennis. I am going to play tennis.
テニスをする  --> 私はテニスをするつもりです

I am going to ̃ We are going to ̃
You are going to ̃ You are going to ̃
He is going to ̃
She is going to ̃ They are going to ̃
It is going to ̃
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Are you going to ̃? Are you going to ̃?
Is he going to ̃?
Is she going to ̃? Are they going to ̃?

Is it going to ̃?

(応答)
Are you going to play tennis?
あなたはテニスをするつもりですか?

Yes, I am.       /   No, I'm not.
はい、するつもりです　   いいえ、するつもりはありません

[Ⅳ]　willをつかって未来をあらわす

willは、「~するつもりだ」とか「~でしょう」といった未来の意味をあらわします。

またwillは原形動詞フレーズを導きます。

[英文の生産]

Play tennis. I will play tennis.
テニスをする  --> 私はテニスをするつもりです

I will ̃ We will  ̃
You will ̃ You will ̃
He will ̃
She will ̃ They will ̃
It will ̃

(否定文) willのうしろのにnotをつけます。will notの短縮形はwon'tです。

[英文の生産]
Play tennis. I will not play tennis.
テニスをする  --> 私はテニスをするつもりはありません

I will not ̃ We will  not ̃
You will not ̃ You will not ̃
He will not ̃
She will  not̃ They will not ̃
It will not ̃

(疑問文) willを文頭につけます。

[英文の生産]
Play tennis? Will you play tennis?
テニスをするか?  --> あなたはテニスをするつもりですか?

Will you ̃? Will you ̃?
Will he ̃?
Will shẽ? Are they ̃?
Will it ̃?

(応答)
Will you play tennis?
あなたはテニスをするつもりですか?

Yes, I will.   /        No, I will not.
はい、するつもりです　  いいえ、するつもりはありません


