
中学２年
発展編

英語

本書の構成と特色
■　全体の構成　 　このテキストは，2学年 1学期の復習と，2学期以降に学習することがらの予習

が，無理なく効果的に行えるように工夫，編集されています。
■　単元の構成

　 ◇１～ 10 単元は，解説 → 確認問題 → 練成問題で構成されています。単元４は練成問題のあとに

発展問題があります。11 単元はポイント整理 → 練成問題 → 発展問題で構成されています。

　　◆解説………復習単元はコンパクトにわかりやすく，予習単元はくわしく解説してあります。

　　◆ 確認問題…… …主に，英文の和訳問題から成り，学習した事項の理解を正確に確かめることが

できます。また，必要な単語や連語の知識が自然に身につくように工夫されてい

ます。

　　◆ 練成問題…… …習得した基礎的な知識を十分に活用できるようにするための多角的な応用問題

を中心に構成されています。

　　◆ 発展問題…… …応用力を測るための発展的な問題を中心に構成されています。

◇長文読解…… …1 ～ 11 単元で学習したことがらを確認するとともに，長文を読むことに慣れ，

総合的な読解力を養成するための問題を中心に構成されています。
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be 動詞の過去形・過去進行形1
1 be動詞の過去形

比較　①　I am busy now.
　　　　　I was busy yesterday.
　　　②　The students are in their classroom now.
　　　　　The students were in their classroom then.

2 There is….の文
　〈There is A＋場所を表す語句.〉の形で「～にAがある。」という意味を表す。be動詞は Aの数（単数か

複数か），文の時制によって，is，are，was，wereを使い分ける。

注意 Aには限定を表す theやmyなどのついた名詞を用いることはできない。
例文　①　There is a bookstore near my house.

②　Were there any children in the park?
比較 My notebook is on the desk.

＊There is my notebook on the desk.は不可。

3 過去進行形
比較 My sister is reading     a book in her room now.　〔現在進行形〕

My sister was reading a book in her room at that time.　〔過去進行形〕

主語 現在 過去

1人称単数Ⅰ am was
2人称と複数 are were
3人称単数 is was

1　〈be動詞と時制〉　次の文の に適当なbe動詞を書き入れなさい。また，その文を日本文に直しなさい。

□⑴　I from Canada. （ ）

□⑵　It very cold yesterday.（ ）

□⑶　Tom and Mike in the same class last year.
（ ）

□⑷　The boys absent from school the day before yesterday.
（ ）

□⑸　The girl in the library two hours ago.
（ ）

□⑹　Our children at home last night.
（ ）

□⑺　Look.  There a beautiful picture on the wall.
（ ）

□⑻　There many people on the train at that time.
（ ）

□⑼　There some water in the lake last month.
（ ）
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2　〈否定文〉　次の文を否定文に書きかえなさい。

□⑴　I was late for school this morning.

□⑵　We were happy then.

□⑶　There were some students in the room.

語句　⑴　be late for　…に遅れる

3　〈疑問文〉　次の文を疑問文に書きかえ，（　　）内の語を使って答えなさい。

□⑴　Your sister was a college student last year.  （no）

□⑵　Mr. and Mrs. Smith were kind to you.  （yes）

□⑶　 （yes）

□⑷　There are four people in your family.  （no）

語句　⑴　college student　大学生　　⑵　be kind to　…に親切である　　⑶　 　郵便局

4　〈進行形の文の形〉　次の文を①現在進行形，②過去進行形の文に書きかえなさい。

□⑴　I study English.

①　

②　

□⑵　Jane writes a letter to her friend.

①　

②　

□⑶　Some students swim in the pool.

①　

②　

□⑷　My brother doesn’t watch TV.

①　

②　

□⑸　Does your sister run in the park?　――　Yes, she does.

①　

②　

□⑹　What do you do?　――　I play tennis.

①　

②　
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1　次の文の（　　）内から適当な語（句）を選びなさい。

□⑴　（Are,  Were,  Do,  Did） you live in Singapore now?

□⑵　My mother （isn’t,  wasn’t,  doesn’t,  didn’t） cooking dinner then.

□⑶　Where （is,  was,  does,  did） Mr. Brown from?

□⑷　Yumi （isn’t,  wasn’t,  doesn’t,  didn’t） know you in those days.

□⑸　（Is,  Was,  Does,  Did） your mother happy last night?

□⑹　My parents （aren’t,  weren’t,  don’t,  didn’t） in Kyoto three days ago.

□⑺　Many children were （swim,  swims,  swam,  swimming） in the sea.

□⑻　（Is,  Was,  Does,  Did） John do his math homework yesterday?

□⑼ 　（Was,  Were） there any birds in the forest?  ――  Yes, （they were,  there was,  there were）.
  

語句　⑷　in those days　当時　　⑼　forest　森

2　次の日本文に合うように， に適する語を書き入れなさい。
□⑴　ぼくはきのう，2時間英語を勉強しました。

I English two hours yesterday.
□⑵　ぼくはそのとき，英語を勉強しているところでした。

I   English then.
□⑶　だれがそのとき，ドアのところにいたのですか。――　ジョンです。

Who   the door then?　――　John .
□⑷　昨晩はだれが夕食を作ったのですか。――　ぼくの妹です。

Who dinner night?　――　My sister .
□⑸　だれが台所で朝食を作っていたのですか。――　ぼくです。

Who   breakfast in the kitchen?　――　I .
□⑹　その女の子たちは公園のベンチにすわっていました。

The girls   on the bench in the park.
□⑺　けさは雨は降っていませんでした。

It   this morning.
□⑻　あなたは図書館にどれくらいの間いたのですか。

How   you in the library?
□⑼　その箱の中には何が入っていたのですか。――　何冊かの古いアルバムです。

What   the box?　――　   some old albums there.
□⑽　その部屋には窓がありませんでした。〔2通り〕

①　   any windows in the room.

②　   no windows in the room.
□⑾　メアリーはソファの上で横になっていました。彼女は病気でした。

Mary   on the sofa.  She sick.
語句　⑾　「横になる」　lie
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3　次の各問いに答えなさい。

［A］　次の対話文の に適する語を書き入れなさい。

Mike ：　⑴ you at home yesterday?

Roy ：　No, I ⑵ .　⑶ you call me?

Mike ： 　Yes,   I  ⑷ .　I  ⑸ you  at  ten  in  the  morning.　Where

⑹ you?

Roy ： 　I’m sorry.　I ⑺ in the next town.　I ⑻ enjoying some 

shopping at that time.

Mike ：　Really?  What ⑼ you buy?

Roy ：　I ⑽ a pair of shoes.　I ⑾ wearing the new shoes now.

Mike ：　They ⑿ very nice!
［B］　次の（　　）内の語を適当な形に直しなさい。

Mary ：　I ⑴
（be） late for school today.

Nancy ：　Why?

Mary ： 　There ⑵
（be） an old woman near the bus stop.　She ⑶

（have） a heavy bag and 

needed some help.

Nancy ：　Now I understand.　You helped her.

Mary ：　Yes.　I ⑷
（carry） her bag and went to her house.

Nancy ：　What time ⑸
（do） you get to school?

Mary ： 　At nine thirty.　All the classmates were ⑹
（run） on the playground.　

class was P.E.

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹

4  　（　　）内の語句にそれぞれ１語ずつ補って並べかえ，日本文に合う英文を書きなさい。
□⑴　あなたはそのとき，何をさがしていたのですか。

（you / for / at / what / looking / time / that）?

□⑵　10年前，わたしたちの学校の裏には池がありました。

（a pond / ago / there / years / our school / ten / behind）.

□⑶　箱の中には本が何冊入っていたのですか。

（many / the box / there / in / books / how）?

5 次の日本文を英文に直しなさい。
□⑴　わたしはおととい，学校を休みました。

□⑵　あなたはそのとき，何をしていたのですか。――　家でテレビを見ていました。

□⑶　公園の前には図書館がありました。
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未来2
1 be going toの文
　「～するつもりだ〔意志未来〕」「～だろう，～でしょう〔単純未来〕」と未来のことがらを述べるには，be 

going toを使って，《主語＋ be going to＋動詞の原形～．》の形で表す。beは主語の人称・数によって，

is, am, areを使い分ける。

比較 I　　　　　　 play  tennis after school. 〔現在の文〕…習慣的に行われる行為などを述べる

I am going to play tennis after school. 〔未来の文〕

◇未来を表す語句◇　 tomorrow 「あした」，the day after tomorrow 「あさって」，next … 「次の…」，

soon 「すぐ」，some day 「いつか」，in … 「…の後に［…以内に］」など。

注意   　否定文・疑問文の作り方，疑問文に対する答え方は be動詞を含むふつうの文と同じ。

2 willの文
willは canと同じ助動詞の 1つで，《will＋動詞の原形》の形で用いて，「～するつもりだ〔意志未来〕」 

「～だろう，～でしょう〔単純未来〕」 と未来のことがらを表す。

注意   　否定文はwillのあとに notを置く。疑問文はwillを主語の前に置く。答えの文はwillを用いる。

比較 I am going to buy a new dictionary.

I　　will buy　  a new dictionary.

例文　①　It will be sunny tomorrow. ＊is, am, areの原形は be。

②　Will Lucy come to the party?　――　Yes, she will. / No, she won’t.
＊will notの短縮形はwon’t。また，I’ll［I will］，you’ll［you will］など《主語とwill》の短縮形もある。

3 will，shallの特別な用法
⑴ 　willには，Will you～ ?の形で①「～してくれませんか。」と相手に「依頼」したり，②「～しませんか。」

と相手に「提案」したり，相手を「勧誘」したりする用法がある。

例文　①　Will you （please） open the window?

――　Sure.［OK.  / All right.  / Certainly.など］…いずれも yesの意味。断る場合は，I’m 

sorryに理由などを続けて答える。

②　Will you come and have dinner with us tonight?

――　Yes, of course.　That’s a good idea.など。

Will you have some coffee?　――　Thank you. / No, thank you.など。

注意   　①の意味ではwillの代わりにwouldや couldを用いることもある。文法的にはwouldはwill

の過去形，couldは canの過去形であるが，過去の意味ではない。

　②の意味ではwillの代わりにwon’tが用いられることもある。

　「～はいかがですか。」と食べものなどを相手にすすめるには《Would you like＋名詞 ?》という

言い方もある。

⑵ 　shallも助動詞の１つで①Shall I ～ ?の形で「（わたしが）～しましょうか。」と相手の意向を尋ねたり，

② Shall we ～ ?の形で「（いっしょに）～しましょうか。」と「提案」したりする用法がある。

例文　①　Shall I wash the dishes?　――　Yes, please （do）. / No, thank you.など。

②　Shall we go shopping in Yokohama next Sunday?

――　Yes, let’s.［That sounds good.］ / No, let’s not.［I’m sorry, I can’t.］など。
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1 〈未来の意味〉　次の英文を日本文に直しなさい。

□⑴　I lost my umbrella yesterday.　I’m going to buy a new one next Sunday.
（ ）

□⑵　There are many clouds in the sky.　It is going to rain tomorrow morning.
（ ）

□⑶　I’m enjoying my stay in Japan very much.　I’m not going to leave Japan this month.
（ ）

□⑷ 　“Is your brother going to visit America next month?”　――　“Yes, he is.  He is going to 

learn English there.”
（ ）

□⑸ 　“What are you going to do this afternoon?”　――　“ ”
（ ）

□⑹　“It will be very hot today.”　――　“I’ll swim in the pool after school.”
（ ）

□⑺　I’m going to go to New York on business next month.　I will be busy there.
（ ）

□⑻　My mother went out one hour ago.　She will come back soon.
（ ）

□⑼　“Will Mike come to the party tomorrow evening?”　――　“No, he won’t.”
（ ）

□⑽ 　Young people are going out of this village.　There will not be many young people in ten 

years.
（ ）

語句　⑺　on business　仕事で

2 〈will・shallの特別な用法〉　次の英文を日本文に直しなさい。

□⑴　“Will you help me now?”　――　“Sure.  What can I do for you?”
（ ）

□⑵　“Won’t you have another cup of coffee?”　――　“No, thank you.”
（ ）

□⑶　“Would you like some sandwiches?”　――　“Oh, thank you.  I’m hungry now.”
（ ）

□⑷ 　“Shall I carry your bag?”　――　“Yes, please.  It’s too heavy for me.”
（ ）

□⑸ 　“Shall we have lunch under that tree?”　――　“Yes, let’s.”
（ ）

□⑹　“What time shall we meet at the station?”　――　“How about ten?”
（ ）
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1 （　　）内の語（句）を加えて，⑴～⑷は be going toを使って，⑸～⑻はwillを使って未来を表す文に

書きかえなさい。

□⑴　I visit my aunt in Australia. （this summer）

□⑵　My sister goes to college. （next year）

□⑶　We don’t watch TV before dinner. （this evening）

□⑷　Does your father come home late? （tomorrow）

□⑸　Mary needs a new computer. （some day）

□⑹　I am thirteen years old. （next month）

□⑺　My brother doesn’t ride a bike to school. （tomorrow morning）

□⑻　Do many people play soccer in this park? （next Sunday）

2 次の日本文に合うように， に適する語を書き入れなさい。
□⑴　あなたはきょうの午後，日本を発つ予定ですか。――　はい，そうです。

you     Japan this afternoon?　――　Yes, I .

□⑵　あなたのお父さんはあしたはひまでしょうか。――　いいえ，ひまではないでしょう。
your father free tomorrow?　――　No, he .

□⑶　その女の子はあした，ここに来るでしょうか。――　ええ，来るでしょう。

the girl here tomorrow?　――　Yes, she .
□⑷　来月は雨の日が何日かあるでしょう。

There   some rainy days month.
□⑸　だれがその歌を歌うでしょうか。――　健二でしょう。

  sing the song?　――　Kenji .
□⑹　あなたをジョンに紹介しましょうか。――　ええ，お願いします。

  introduce to John?　――　Yes, .
□⑺　わたしたちは今晩，外出するつもりです。子どもたちの世話をしてくれませんか。――　わかりました。

We       out this evening.

  take care of our children?　――　All .
□⑻　放課後，いっしょにテニスをしましょうか。――　ええ，しましょう。

  play tennis after school?　――　Yes, .
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3 （　　）内の語にそれぞれ１語ずつ補って並べかえ，日本文に合う英文を書きなさい。

□⑴　パーティーには何人の人が来るのですか。

（people / to / party / many / the / how / come）?

□⑵　彼の家族はあなたに親切にしてくれるでしょう。

（family / kind / you / to / will / his）.

□⑶　わたしはあしたの午後，泳ぎに行くつもりです。

（swimming / tomorrow / go / afternoon / I / to / am）.

□⑷　この家のすべての部屋を掃除してくれませんか。

（clean / rooms / in / will / the / all） this house?

□⑸　宿題を手伝ってあげましょうか。

（help / with / you / I / homework / your）?

4 次の各組の文がほぼ同じ内容になるように， に適する語を書き入れなさい。

□⑴　a.　We will visit your town next Saturday.

b.　We     visit your town next Saturday.

□⑵　a.　I’m not going to buy a new car soon.

b.　I   a new car soon.

□⑶　a.　Please take a picture of me with this camera.

b.　   take a picture of me with this camera?

□⑷　a.　Let’s go shopping this afternoon.

b.　   go shopping this afternoon?

5 次の日本文を英文に直しなさい。

□⑴　わたしたちは来週，忙しいでしょう。

□⑵　10分後には列車は駅に到着するでしょう。

□⑶　あなたは次の日曜日は何をするつもりですか。――　弟といっしょに動物園に行くつもりです。

□⑷　あなたのおじさんはアメリカにどのくらい滞在する予定ですか。――　ひと月です。

□⑸　コーヒーを１杯いかがですか。――　いいえ，けっこうです。

語句　⑵　「分」　minute　　⑶　「動物園」　zoo
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