
 

未来形（be going to）のまとめ 

基本 

１ 未来を表す英文   

① 次の日本語の意味を表すように，（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

 私は明日，家族を手伝うつもりです。 

 （   tomorrow   /   to   /   going   /   my family   /   I’m   /   help   /  .  ） 

 
I’m going to help my family tomorrow. 

 

② 次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） I’m going to swim tomorrow.  （日本語に） 私は明日泳ぐつもりです。 

（２） 私は明日野球をするつもりです。  （英語に） I’m going to play baseball tomorrow. 

（３） 彼女は来週英語を勉強するつもりです。 （英語に） She is going to study English next week. 

（４） I clean my room.  （tomorrow を加えて） I’m going to clean my room tomorrow. 

（５） We play soccer. （「次の日曜日に」という意味を加えて） We are going to play soccer next Sunday. 

（６） He runs in the park.  （未来を表す文に） He is going to run in the park. 

   

２ 未来・否定文  次の文をそれぞれ否定文に書きかえなさい。 

（１） I’m going to play soccer. I’m not going to play soccer. 

（２） My brother is going to swim. My brother is not going to swim. 

 

３ 未来・疑問文  

① 次の文をそれぞれ疑問文に書きかえなさい。 

（１） You are going to make a cake. Are you going to make a cake ? 

（２） She is going to buy a bag. Is she going to buy a bag ? 

 

② 次の英語は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 

（１） Are you going to play soccer next week ? あなたは来週サッカーをするつもりですか。 

（２） 彼は来年カナダを訪れるつもりですか。 Is he going to visit Canada next year ? 

（３） あなたは明日，何をするつもりですか。 What are you going to do tomorrow ? 



 

発展 ～余裕がある人はチャレンジ～ 

問題１  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） My brother watches TV. （ 未来を表す文に ） 

 My brother is going to watch TV. 
  
（２） He goes to the park. （ 「来週」という意味を加えて ） 

 He is going to go to the park next week. 
  
（３） She wrote a letter yesterday. （ 下線部を tomorrow にかえて ） 

 She is going to write a letter tomorrow. 
  
（４） Does your sister play tennis ? （ 未来を表す文に ） 

 Is your sister going to play tennis ? 
  
（５） They are going to run in the park. （ 下線部をたずねる疑問文に ） 

 
Where are they going to run ? 

  
（６） She is going to visit America next year. （ 下線部をたずねる疑問文に ） 

 
When is she going to visit America ? 

  
（７） You are going to read a book tomorrow. （ 下線部をたずねる疑問文に ） 

 What are you going to do tomorrow ? 
  
 

問題２  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私は明日，家で音楽を聴くつもりです。 

 I’m going to listen to music at home tomorrow. 
  
（２） 私たちは明日の午後，野球を楽しむつもりです。 

 We are going to enjoy baseball tomorrow afternoon. 
  
（３） 彼らは次の火曜日に，彼らの父親を手伝うつもりです。 

 They are going to help their father next Tuesday. 
  
（４） あなたのお兄さんは，来月ロンドンを訪れるつもりですか。 

 
Is your brother going to visit London next month ? 

  
（５） あなたは夏休みの間，何をするつもりですか。 

 
What are you going to do during the summer vacation ? 

 

問題３  次の問いかけに対して，あなたならどのように答えますか。 ２文の英語で書きなさい。 

 What are you going to do next Sunday ? 

 
（例）  I’m going to play soccer with my friends.   I like soccer very much. 

  
 

（例）  I’m going to play soccer with my friends.   I like soccer very much. 
 



 

基本 解答 

１ 未来を表す英文   

① 次の日本語の意味を表すように，（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

 私は明日，家族を手伝うつもりです。 

 （   tomorrow   /   to   /   going   /   my family   /   I’m   /   help   /  .  ） 

 
I’m going to help my family tomorrow. 

 

② 次の文を（   ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） I’m going to swim tomorrow.  （日本語に） 私は明日泳ぐつもりです。 

（２） 私は明日野球をするつもりです。  （英語に） I’m going to play baseball tomorrow. 

（３） 彼女は来週英語を勉強するつもりです。 （英語に） She is going to study English next week. 

（４） I clean my room.  （tomorrow を加えて） I’m going to clean my room tomorrow. 

（５） We play soccer. （「次の日曜日に」という意味を加えて） We are going to play soccer next Sunday. 

（６） He runs in the park.  （未来を表す文に） He is going to run in the park. 

   

２ 未来・否定文  次の文をそれぞれ否定文に書きかえなさい。 

（１） I’m going to play soccer. I’m not going to play soccer. 

（２） My brother is going to swim. My brother is not going to swim. 

 

３ 未来・疑問文  

① 次の文をそれぞれ疑問文に書きかえなさい。 

（１） You are going to make a cake. Are you going to make a cake ? 

（２） She is going to buy a bag. Is she going to buy a bag ? 

 

② 次の英語は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 

（１） Are you going to play soccer next week ? あなたは来週サッカーをするつもりですか。 

（２） 彼は来年カナダを訪れるつもりですか。 Is he going to visit Canada next year ? 

（３） あなたは明日，何をするつもりですか。 What are you going to do tomorrow ? 



 

発展 解答 

問題１  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） My brother watches TV. （ 未来を表す文に ） 

 My brother is going to watch TV. 
  
（２） He goes to the park. （ 「来週」という意味を加えて ） 

 He is going to go to the park next week. 
  
（３） She wrote a letter yesterday. （ 下線部を tomorrow にかえて ） 

 She is going to write a letter tomorrow. 
  
（４） Does your sister play tennis ? （ 未来を表す文に ） 

 Is your sister going to play tennis ? 
  
（５） They are going to run in the park. （ 下線部をたずねる疑問文に ） 

 
Where are they going to run ? 

  
（６） She is going to visit America next year. （ 下線部をたずねる疑問文に ） 

 
When is she going to visit America ? 

  
（７） You are going to read a book tomorrow. （ 下線部をたずねる疑問文に ） 

 What are you going to do tomorrow ? 
  
 

問題２  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私は明日，家で音楽を聴くつもりです。 

 I’m going to listen to music at home tomorrow. 
  
（２） 私たちは明日の午後，野球を楽しむつもりです。 

 We are going to enjoy baseball tomorrow afternoon. 
  
（３） 彼らは次の火曜日に，彼らの父親を手伝うつもりです。 

 They are going to help their father next Tuesday. 
  
（４） あなたのお兄さんは，来月ロンドンを訪れるつもりですか。 

 
Is your brother going to visit London next month ? 

  
（５） あなたは夏休みの間，何をするつもりですか。 

 
What are you going to do during the summer vacation ? 

 

問題３  次の問いかけに対して，あなたならどのように答えますか。 ２文の英語で書きなさい。 

 What are you going to do next Sunday ? 

 
（例）  I’m going to play soccer with my friends.   I like soccer very much. 

  
（私は友達といっしょにサッカーをするつもりです。 私はサッカーがとても好きです。） 

 

 


