
Lesson 6  Pastime  [解答・解説] (pp.18-19) 

■DRILL 解答

A (1) will be  (2) will carry (3) will win, practices

B (1) are, going to  (2) begins[starts] (3) are having[eating]

■DRILL 解説

A. (1) 自然の成り行きを表す will を用いる．

(2) 意志を表す will を用いる．

(3) 主節には，未来に関する予測を表す will を用いる．if-節〔副詞節〕では未来の事柄を

現在形で表す点に注意．

B. (1) be going to を用いて表現する．疑問形は be を主語の前に出す．in the future （将

来）に注意．

(2) 近い未来の確実な予定を表す現在形を用いる．３単現の -s に注意．

(3) 近い未来の予定を示す現在進行形を用いる．

■EXERCISES解答

[1] (1) will call (2) won’t[will not] come (3) will pass (4) learn

[2] (1) is going, run (2) are going, climb (3) arrives (4) going

■EXERCISES 解説

[1] (1)「時間が遅すぎるので」という文脈から，so 以下の内容を考える．「～します」と

いう意志未来の表現となる．

(2) 第２文の「ジムはかぜをひいている」という内容から，第１文には否定的な未来の予

測を表現する語句を用いる．

(3)「マリは一生懸命勉強している」という文脈から，so 以下の内容は「～だろう」（未

来の予測）という意味になる．pass the exam は「試験に通る［合格する］」． 

(4) 「条件」を表す接続詞 if に導かれる副詞節中では，未来のことでも現在形で表す．learn

O from ～は「～に［から］Oを習う［学ぶ］」，be a good cook は「料理がじょうず

だ」の意味（cook は名詞で「料理をする人，コック」）．

[2] (1)「マラソンを走る，マラソンに出場する」は run a marathon で表現する．

cf. complete a marathon（マラソンを完走する）

(2)「登山する」は climb a mountain．climb は「自分の足や手を使って苦労して登る」

場合の表現で，車などで登る場合は go up を用いる． 

(3)「４時に到着する」の意味で，時刻表などに基づいた，近い未来の確実な予定を表す． 

(4)「コンサートに行く」は go to a concert． 

解答・解説



■Try! 解答例

A. (1) I’m going to join[enter] the basketball team[club].

(2) I think you’ll be a good player.

B. (3) I’ll buy[get] it for you.

■Try! 解説

(1) 以前からの計画を示す be going to を用いるのが適切．「（チーム・クラブなどに）

入る」は join を用いる．日本の学校の運動部（クラブ活動）は“～ club”と表現する

ことも可能であるが，英語では“～ team”のほうが自然である．

(2)「いい選手になる」は未来についての予測となるので will を用いて表現する．明確な

徴候がある場合など，be going to も不可能ではないが，自然な表現としては I think 

you will ... が用いられる． 

(3)「その場で決めたこと」を表現する will を用いる．この場合は be going to は適当で

ない． 

■Listening & Expression 解答例

[L] (1) is arriving[will arrive] (2) will be

[E] (1) If it rains tomorrow, I will stay at home all day [they will cancel the athletic

meeting].

(2) I’m going to visit my friend[play soccer, take a piano lesson].

■Listening & Expression 解説

[L] (1) ジョンのせりふに含まれる be going to meet, He’s arriving の部分を正確に聞き

取ること．an old friend of mine の語法にも注意（my friend は「特定の１人の友人」

を表現するので，最初に話題に上がる場合には a friend of mine を用いる）．なお，未

来の予測を表す will arrive も可能．

(2) 未来の予測を表す will の用法．homework（宿題）は不可算名詞なので，a lot of で

修飾できる（×many homework は不可）．説

解答・解説



(p.19) 

Lesson 6  Pastime  [Expression 活用シート] 

Listening & Expression 

[Expression] 

(1) willを使って次の文を完成させてみよう．［→Ａ②］

If it rains tomorrow,   . 

Hint 雨が降ったら，あなたは何をするだろうか．意志を表す willを用いて表現してみよう． 

部屋の掃除をする clean one’s room 

テレビゲームをする play a video game

DVDを見る watch a DVD 

⇒ その他 Words & Phrases p.79「場所・施設」，p.80「趣味・余暇」を参照．

(2) 友だちに放課後の予定について尋ねてみよう．［→Ｂ③］

What are you going to do after school?

－ I’m going to    . 

Hint 放課後に何をするつもりかを，be going to ～ を用いて表現してみよう． 

テニス［サッカー，バスケットボール など］をする play tennis[soccer, basketball, etc.]

友だちとおしゃべりをする talk[chat] with one’s friends 

塾へ行く go to juku[cram school] 

母の家事を手伝う help one’s mother with housework 

⇒ その他 Words & Phrases p.78「家事」，p.79「場所・施設」，p.80「趣味・余暇」を

参照． 

Class     No.  Name    

表現活動用提出シート



(p.97) 

Lesson 5  Housework [Further Activities活用シート] 

[Further Activities] 

① How often do you do the household chores listed in the table below?

Write the following marks in the second column.

〔always…◎，often…○，sometimes…△，rarely…▲，never…×〕 

Hint vacuum the floor「掃除機をかける」 

do the laundry「洗濯をする」 

cook meals「食事を作る」 

do the dishes「皿洗いをする」 

take out the garbage「ゴミを出す」 

② Ask your friends about the same matter and fill in the rest of the table.

Ex.) How often do you vacuum the floor? 

― I always do it. / I do it very often. / I sometimes do it. / 

I rarely do it. / I never do it. 

Household Chores ①You

②Your Friends

Name 

〔 〕 

Name 

〔 〕 

Name 

〔 〕 

(a) vacuum the floor

(b) do the laundry

(c) cook meals

(d) do the dishes

(e) take out the garbage

③ [発展] Make a presentation about the table you made.

Ex.) The three students answered that they always or often do the dishes, 

but they rarely or never cook meals. 

Class     No. Name    

表現活動用提出シート



(p.19) 

Lesson 6  Pastime  [Try! 活用シート] 

Try! 

A) (1)バスケットボール部に入るつもりなんだ．［→B③］

— That’s good.  (2)あなたはいい選手になると思うわ．［→A①］

B) I want to read this book. — OK.  (3)ぼくが買ってあげるよ．［→A②］

POINT 

(1) 前から計画していて「～するつもりだ」という場合．

(2) 「～でしょう」と未来の予測・自然の成り行きを表す場合．

(3) 「～します」とその場で決めた意志を表す場合．

① Complete the sentences by filling in the blanks.

(1) バスケットボール部に入るつもりなんだ．

I’m (      ) (      ) ( ) the basketball team. 

(2) あなたはいい選手になると思うわ．

I think you (      ) ( ) a good player. 

(3) この本を読みたいな．－ わかった．ぼくが買ってあげるよ．

I want to read this book. － OK.  I (      ) ( ) it for you. 

② Complete the sentences with the future tense.

(1) バスケットボール部に入るつもりなんだ．

 the basketball team. 

(2) あなたはいい選手になると思うわ．

I think  a good player. 

(3) この本を読みたいな．－ わかった．ぼくが買ってあげるよ．

I want to read this book. － OK.  I    . 

③ Express the following Japanese sentences in English.

(1) バスケットボール部に入るつもりなんだ．

(2) あなたはいい選手になると思うわ．

(3) この本を読みたいな．－ わかった．ぼくが買ってあげるよ．

英作文問題用提出シート



(p.96) 

Lesson 5  Housework  [ディクテーション用シート] 

[Starter] 

▼ Listen to the dialog and fill in the blanks.

Mother: Hi, Mark.  I’m glad you (      ) (   ) early today. 

Mark: Why? Is there something you’d like me to do?

Mother: I want you to (      ) me with the (   ). 

Mark: Well, actually, I came home early because I (   ) to do a lot of 

(      ). 

Mother: I just want you to (    ) some vegetables. 

Mark: Oh, I can do that.  What are we having tonight? 

Mother: I’m making beef stew. 

Mark: Fantastic! I (      ) beef stew. 

ディクテーション用シート



Lesson 6  Pastime  [基本問題] (pp.18-19) 

① 日本語に合うように，（ ）内に適切な１語を入れなさい． 

(1) 明日はいい天気でしょう．

It (            ) ( ) sunny tomorrow. 

(2) 私は庭仕事をします．

I (            ) ( ) the gardening. 

(3) 父は来年 50歳になります．

My father (            ) (   ) fifty years old next year. 

(4) この箱は私には重すぎます．―わかりました，私が運びます．

This box is too heavy for me. ― OK, I (            ) ( ) it. 

(5) 一生懸命練習すれば，ケンはその試合に勝つでしょう．

Ken (            ) (            ) the match if he ( ) hard. 

② 日本語に合うように，（ ）内に適切な１語を入れなさい． 

(1) 私はお寺巡りをするつもりです．

I’m (            ) ( ) (  ) some temples. 

(2) 電車は明日の10時に出発します．

My train (  ) at ten tomorrow. 

(3) 明日は奈良に滞在します．

(            ) ( ) in Nara tomorrow. 

(4) コンサートは明日の 3時に始まります．

The concert (  ) at three tomorrow. 

(5) 私たちは今晩，カーターさんと食事をします．

We (            ) ( ) dinner with Mr. Carter this evening. 

Class No.      Name

評価問題（基本問題）



Lesson 6  Pastime  [応用問題] (pp.18-19) 

① Complete the sentences. Use the words in brackets and add “will” if necessary.

(1) It’s already dark, so I  there tomorrow. [go] 

(2) Tetsuya to the party tonight.  He has a fever. [not come] 

(3) Karen is practicing very hard, so she  the contest. [win] 

(4) If you swimming from Yumi, you will be a good swimmer. [learn] 

② Complete the sentences.

(1) 僕の家族は来月新しい家に引っ越すつもりだ．

My family (             ) (  ) to ( ) to the new house 

next month. 

(2) 彼らは来週台湾に旅行する予定だ．

They (            ) ( ) to (  ) a trip to Taiwan next week. 

(3) 次の電車は 9時にここに着くだろう．

The next train ( ) here at nine. 

(4) 私の母は今日の午後に佐藤先生と会う．

My mother is ( ) Mr. Sato this afternoon. 

③ Express the following in English.

(1) 私たちは，午後は海で泳ぐつもりです．

(2) 疲れたよ．―そう？ じゃあ，タクシーに乗ろう．

Class No.      Name

評価問題（応用問題）
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