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未来 表現 (2) will

●中学英 文法
２

解

（１／７）

説

構文 の学習【未来を表すwillの疑問文】

未来 の表 現の 疑問文

★知識の整理★
疑問文

Will he come here tomorrow?
（彼は明日ここに来ますか。）

答え方 Yes, he

will . / No, he will not.

（はい，来ます。／いいえ，来ません。）
will 文の疑問文のしくみ
平叙文

He will come here tomorrow .
①

疑問文
答え方

„②

Will he

come here tomorrow ?
Yes, he will. ／No, he will not.

will を使った文の疑問文の作り方
①will を主語の前に出す。
②ピリオドを ？ に変える。
Will ～ ? 文の答え方
will で聞かれたら will を使って答えます。
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未来 表現 (2) will

●中学英 文法
２

構

（２／７）

文

構文 の学習【未来を表すwillの疑問文】

《will》 を含 む疑問文の構造

★知識の整理★
次の資料を学習してから問題に答えなさい。
参考資料 ⇒『ΣBEST（中２）／Ｈ２４版』ｐ７２
§９ 未来を表す will
３

(1) 疑問文（未来）

Will he play tennis tomorrow?
文

型： Will
v

日本文：彼は
【文法】 will

he play tennis (tomorrow)?
S

V

あす

O

テニスを

(adv

とき )

【注 】(
《 第３ 文型： Ｓ＋ Ｖ＋ O》

するつもりですか。

を含む 文を 疑問文に 直すには， will を主語 の前に出 しま す。

（ これ は ，can の 使い方と 同じです。）

Can you play tennis?

１．次の英文を日本文にしなさい。
題： Will
型：v

問
文

you buy a new bag (tomorrow)?
S

V

O

(adv

とき)

《第３ 文型 ：Ｓ ＋Ｖ ＋O》

日本文：
２．（
問

）内の語を利用して，意味ある英文を作りなさい。
題：彼女は

あなたといっしょに

テニスを

（ with you / she / play / tennis )?
英

文：

文

型：v＋S＋V＋O＋(adv

対象 )?

するつもりですか。
(１語 をつ けた す )

《 第３ 文型： Ｓ＋ Ｖ＋O》 ?

３．次の日本文を，指示された文型で，英文にしなさい。
日本文：あなたは
英
文

来月

京都を

文：
型：v＋S＋V＋O＋(adv

とき )?

訪問するつもりですか。

《第 ３文 型：Ｓ ＋Ｖ ＋O》 ?

４．次の日本文を英文にしなさい。
由美はきょう１２時に昼食を食べるつもりですか。

)は副詞 を表す

【注】 vV は 助動詞＋ 動詞
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●中学英 文法
２

未来 表現 (2) will
構文 の学習【未来を表すwillの疑問文】

（３／７）

(2) 疑問詞を含む疑問文（未来）

Where will you go tomorrow?
文

型：( Where )
(adv 場所 )

日本文：あなたは
【文法】

will you go (tomorrow)?
v

明日

S

V

どこへ

(adv

Where will

)は 副詞句を 表す

【 注】 vV は助動 詞＋動詞

《 第１文 型： Ｓ＋Ｖ 》

行くつもりですか。

疑問 詞は文 頭に置きま す。疑問詞 の後は
《

とき)

【 注】 (

will

を使っ た疑 問文にし ます。

＋主 語＋動 詞（原 形） ～？ 》

１．次の英文を日本文にしなさい。
題： (What time)
型：(adv と き )

問
文

will you get up (tomorrow morning)?
v

S

V

(adv

とき )

《 第１ 文型： Ｓ＋ Ｖ》

日本文：
２．（
問

）内の語を利用して，意味ある英文を作りなさい。
題：あなたは

明日

何時に

家を

出るつもりですか。

（ leave / what time / you / home / tomorrow )?
英
文

文：
型：(adv

と き )＋v＋S＋V＋(adv 場所 )＋(adv とき )?

（ １語 をつ けた す）

《 第１文 型： Ｓ＋ Ｖ》

３．次の日本文を，指示された文型で，英文にしなさい。
日本文：父は
英
文

来週の日曜日に

文：
型：O＋v＋S＋V＋＋(adv

何を

と き )?

作るのでしょうか。

《第３ 文型 ：Ｓ ＋Ｖ ＋O》

４．次の日本文を英文にしなさい。
彼女は今朝，どのようにして学校へ行くつもりですか。

５．条件英作文
会話の相手が夕食後に何をするつもりなのかを知りたいとき，英語ではどのようにたずねます
か。will を使った未来の文をつくってみましょう。
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●中学英 文法
２

未来 表現 (2) will
構文 の学習【未来を表すwillの疑問文】

（４／７）

書き かえ

will を使 った 未来の疑問文への書きかえ

★解法の技術★
次の文を，willを用いて未来の疑問文に書きかえなさい。
(1) He will play tennis tomorrow.
(2) He plays tennis every Sunday.
［答

案］

(1) Will he play tennis tomorrow?
(2) Will he play tennis tomorrow?
■will を使った未来の疑問文の作り方
(1) 未来形(平叙文)を未来形(疑問文)へ
平叙文

He will play tennis tomorrow.
①

疑問文

Will he

„②

play tennis tomorrow?

will を使った文の疑問文の作り方
①will を主語の前に出す。
②ピリオドを ？ に変える。

(2) 現在形(平叙文)を未来形(疑問文)へ
このような複雑な問題では，語順や語形の変え方を覚えるのは難しいので，
①日本語で未来の疑問文に書きかえ，②それを英文に直します。
現在形(平叙文)
He plays tennis every Sunday.
①未来形(疑問文／日本文) 彼は明日テニスをするつもりですか。
（ 現在を 表す副詞を ，未来を 表す副詞に変 えるこ とを忘 れず に！）

②未来形(疑問文／英文)

Will he play tennis tomorrow?

(3) 現在形(疑問文)を未来形(疑問文)へ
·考え方は，現在形(平叙文)の場合と同じです。
現在形(疑問文)

Does he play tennis every Sunday?

①未来形(疑問文／日本文) 彼は明日テニスをするつもりですか。
（ 現在を 表す副詞を ，未来を 表す副詞に変 えるこ とを忘 れず に！）

②未来形(疑問文／英文)

Will he play tennis tomorrow?
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●中学英 文法
２

未来 表現 (2) will
（５／７）

構文 の学習【未来を表すwillの疑問文】

★理解のチェック★
【１】次の文を，will を用いて未来の疑問文に書きかえなさい。
(1) Mother will make cakes next Sunday.

(2) Ken studies English at school.
①未来形(疑問文／日本文)
②未来形(疑問文／英文)
(3) We arrived in New York at 11:30 a.m.
①未来形(疑問文／日本文)
②未来形(疑問文／英文)
(4) Do you play baseball every Saturday? (「来週の日曜日に」)
①未来形(疑問文／日本文)
②未来形(疑問文／英文)
★
＊頭の中で，日本語で未来の疑問文に書きかえ，それを英文に直しなさい。
(5) Mr Tanaka teaches English to us.

(6) Does he do his homework every day?

(7) Did Mary visit Kyoto last week?

【２】次の文を，can を用いて「～できますか」という意味の文に書きかえなさい。
(1) We can talk with our friends by computer.

(2) Do you call me this afternoon?
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●中学英 文法
２

英問 英答

未来 表現 (2) will
（６／７）

構文 の学習【未来を表すwillの疑問文】

疑問 文（ 未来 ）の答え方

★解法の技術★
次の指示通りに答えなさい。
(1) Will she go to the library?

( Yes と No で ）

(2) When will she go to the library ?
(3) Who will teach English?
［答

( next Sunday )

( Mr. Tanaka )

案］

(1) Yes, she will.

No, she will not. ( または
(2) She will go there next Sunday.
(3) Mr. Tanaka will.

No, she won't.)

■will を使った未来の疑問文の答え方
[1] 確認を求める疑問文

Will she go to the library?
Yes, she will .
No, she will not.
＊willで聞かれたら、willで答えます。
[2] 疑問詞を含む疑問文
疑問文

応答文

When will she go to the library? ( next Sunday )
①問題文(英語)の意味：

彼女はいつ図書館へ行くつもりですか。

②応答文(日本語)：

彼女は来週の日曜日にそこへ行くつもりです。

③ She will go there next Sunday.
＊to the library はthereで答えます。 （ 応答文では 同じ語 句は使い ませ ん）

疑問詞を含む疑問文に英語で答えるには，次の手順で考えます。
①問題文を日本語になおし，「質問の意味」を理解する。
②日本語で答えの文を作ってみる。
③この日本語を英語になおす。
[3] 主語が疑問詞の疑問文
疑問文

応答文

Who will teach English?

( Mr. Tanaka )

①問題文(英語)の意味：

だれが英語を教える予定ですか。

②応答文(日本語)：

田中先生の予定です。

③ Mr.Tanaka

will .
＊will 以下は省略して答えます。
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未来 表現 (2) will

●中学英 文法
２

（７／７）

構文 の学習【未来を表すwillの疑問文】

★理解のチェック★
◇《確認を求める疑問文》
【１】次の指示通りに答えなさい。
(1) Will you stay home tomorrow?

(2) Will it rain in Tokyo tomorrow?

( Yes で )

( No で )

◇《疑問詞を含む疑問文》
【２】次の指示通りに答えなさい。
(1) What will Mr Tanaka teach at school?

( English )

①日本語（問）
②日本語（答）
③英語

（答）

(2) What time will you get up tomorrow?

( at five )

①日本語（問）
②日本語（答）
③英語

（答）

(3) Who will write to Kumi?

( Nancy )

①日本語（問）
②日本語（答）
③英語

（答）

(4) What will you doing after dinner?
①日本語（問）
②日本語（答）
③英語

（答）

（ 宿題をする ）

