2012 サンシャイン中２ P 2-2 英文テスト

名前

1 あなたは何をヘルシンキでするつもりですか？
英語の語順
英文

2 私は何人かのフィンランドの学生と会って話すつもりです
英語の語順
英文

3 ああ、そうなのですか？
英語の語順
英文

4 あなたは何か他のことをするつもりですか？
英語の語順
英文

5 ええと、まだよくわかりません。
英語の語順
英文

6 たぶん私は家族のために少し買い物をするつもりです。
英語の語順
英文

7 いい考えですね！

8 フィンランドはよいデザインで有名です。

英語の語順
英文

9 そしてたぶん私はいくつかの博物館へも行くつもりです。
英語の語順
英文

2012 サンシャイン中２ P 2-2 英文和訳テスト 名前
1 What/ are you going to do /in Helsinki?
語順訳
自然訳

2 I'm going to meet and talk/with some Finnish students.
語順訳
自然訳

3Oh, /are you?
自然訳

5 Well , /I'm not sure .
自然訳

6 Perhaps/I /will do /some shopping /for my family.
語順訳
自然訳

7 Good idea!

8 Finland /is /famous/ for good designs.

語順訳
自然訳

9 And /perhaps/ I'll go /to some museums/too.
語順訳
自然訳

点数

/100

2012 サンシャイン中２ P 2-2 文法ポイント 未来の表現２(will 動詞の原形= be going to 動詞の原形)
1 What/ are you going to do

/in Helsinki?

何を

ヘルシンキで

あなたはするつもりですか

あなたは何をヘルシンキでするつもりですか？
注意：上記の do

動詞で具体的に「〜する」否定文や疑問文を作るための do とは違う。

2 I'm going to meet and talk

/with some Finnish students.

私は会って話すつもりです

何人かのフィンランドの学生と

私は何人かのフィンランドの学生と会って話すつもりです
3Oh,

/are you?

ああ、そうなのですか？
注意：are you? の後には省略がある。→省略の原則→自分勝手に補わない。前の文を必ず見ること！
are you (

)(

)(

4 Are you going to do

)(

)(

)(

) some Finnish students?

/anything /else ?

あなたはするつもりですか 何かを 他の
あなたは何か他のことをするつもりですか？
注意：① anything 「何か」否定文、疑問文で使用。something は肯定文 some と any の関係と同じ
② else anything とは表現しない。 普通、形容詞は名詞の前だが、anything は後ろに置く。
例: 何か新しいもの new something×

-> something new

何か重要なこと-> important something×
5 Well ,

/I'm not sure .

-> something important

6 Perhaps

/I

/will do

/for my family.

/some shopping

ええと、まだよくわかりません。

たぶん

私は するつもりです 少し買い物を

家族のために

ええと、まだよくわかりません。

たぶん私は家族のために少し買い物をするつもりです。

未来の表現２(will 動詞の原形= be going to 動詞の原形) will は can と同じ仲間の「助動詞」
助動詞とは、
「動詞の意味をおぎない、動詞 の前について助 ける」
7 Good idea!

8 Finland

/is /famous/ for good designs.

いい考えですね！

フィンランドは です 有名

いい考えですね！

フィンランドはよいデザインで有名です。

よいデザインで

9 And

/perhaps/ I'll go

/to some museums

そして

たぶん

いくつかの博物館へ

私は〜行くつもりです

/too.
〜も

そしてたぶん私はいくつかの博物館へも行くつもりです。
注意： I’ll = I will

will は can と同じ助動詞です。ｗill の後は動詞の原形

I'll go
=I (

/to some museums
)(

)(

/too.

) go /to some museums

/too.

2012 サンシャイン中２

P 2-2 並べ替えテスト

名前

1 あなたは何をヘルシンキでするつもりですか？
what you in to going do are Helsinki?
英語の語順
英文
2 私は何人かのフィンランドの学生と会って話すつもりです
I'm to Finnish and with talk meet some going students.
英語の語順
英文
3 ああ、そうなのですか？

4 あなたは何か他のことをするつもりですか？

oh, you are?

are going anything do to you else?

英語の語順
英文
5 ええと、まだよくわかりません。
well, not I'm sure.
英語の語順
英文
6 たぶん私は家族のために少し買い物をするつもりです。
perhaps will my some do shopping for I family.
英語の語順
英文
7 いい考えですね！
idea good!

8 フィンランドはよいデザインで有名です。
finland famous good for is designs.

英語の語順
英文
9 そしてたぶん私はいくつかの博物館へも行くつもりです。
and I'll museums to go some perhaps too.
英語の語順
英文

