
未来形の基礎演習③ No.1

【１】未来のことを表すには be going to の他に助動詞

の will を使うことも出来ます。次の各文に気をつけ

て、全文を日本語に訳しなさい。

1)I will visit her house tomorrow.

2)I will do my homework before dinner.

3)He will come back to Japan next year.

4)I will be fifteen years old next month.

5)They will be busy next week.

6)They will not play baseball tomorrow.

7)Will your sister study at junior high school next year?

Yes, she will. No, she won't.

8)What will you do next Sunday? I will cook lunch for my

family.

【２】下線部の語を（ ）内の語にかえ、will を用い未

来形の文に書き換えて、更に日本語に訳しなさい。

1)I go to school by bicycle every day.（tomorrow）

2)He visits Kyoto every summer. (next summer)

3)My mother gets up at six every morning. (tomorrow

morning)

4)They are busy today. (next Sunday)

5)I am in London now. (next week)

【３】次の英文を否定文にし、更に日本語に訳しなさい。

1)He will come to my house tomorrow.

2)I will cook dinner this evening.

3)We will practice soccer after school.

4)My father will be busy next Saturday.

5)It will be cold tomorrow.

未来形の基礎演習③ No.1

【１】

1)私は明日、彼女の家を訪問するつもりです。

2)私は夕食前に私の宿題をするつもりです。

3)彼は来年、日本に帰ってくるでしょう。

4)私は来月、十五歳になります。

5)彼らは来週忙しいでしょう。

6)彼らは明日、野球をしないでしょう。

7)あなたの妹は来年、中学校で勉強するでしょうか。

はい、するでしょう。いいえ、しないでしょう。

8)あなたは来週の日曜日に何をするつもりですか。私は

私の家族のために昼食を料理するつもりです。

【２】

1)I will go to school by bicycle tomorrow.

私は明日、自転車で学校へ行くつもりです。

2)He will visit Kyoto next summer.

彼は来年の夏、京都を訪れるでしょう。

3)My mother will get up at six tomorrow morning.

私の母は明日の朝、６時に起きるでしょう。

4)They will be busy next Sunday.

彼らは来週の日曜日、忙しいでしょう。

5)I will be in London next week.

私は来週にはロンドンにいるでしょう。

【３】

1)He won't come to my house tomorrow. 彼は明日、私の

家に来ないでしょう。

2)I won't cook dinner this evening. 私は今晩、夕食を料

理するつもりはありません。

3)We won't practice soccer after school. 私たちは放課後

サッカーをしないでしょう。

4)My father won't be busy next Saturday. 私の父は来週

の土曜日、忙しくないでしょう。

5)It won't be cold tomorrow. 明日は寒くはないでしょ

う。



未来形の基礎演習③ No.2

【４】次の各文を疑問文にし、（ ）内の語を使って答

え、更に全文を日本語に訳しなさい。

1)They will play baseball next Sunday. (yes)

2)She will stay in this town next month. (no)

3)It will rain tomorrow. (yes)

4)Mary will be at home this afternoon. (no)

5)He will be ten years old next year. (yes)

【５】日本語に合うように（ ）に適語を入れなさい。

1)私は今度の月曜日にあなたにその写真を見せるつもり

です。

I ( )( ) the picture to you next Monday.

2)明日は雨が降らないでしょう。

It ( )( ) tomorrow.

3)彼女は明日、パーティーに来るでしょうか。

( ) she ( ) to the party tomorrow?

4)彼は来年 15 歳になります。

He ( )( ) fifteen years old next year.

未来形の基礎演習③ No.2

【４】

1)Will they play baseball next Sunday? Yes, they will.

彼らは来週の日曜日、野球をするでしょうか。はい、

するでしょう。

2)Will she stay in this town next month? No, she won't.

彼女は来月、この町に滞在するでしょうか。いいえ、

しないでしょう。

3)Will it rain tomorrow? Yes, it will. 明日、雨が降るで

しょうか。はい、降るでしょう。

4)Will Mary be at home this afternoon? No, she won't.

メアリーは今日の午後、家にいるでしょうか。いいえ、

いないでしょう。

5)Will he be ten years old next year? Yes, he will. 彼は

来年、十歳になるでしょうか。はい、なるでしょう。

【５】

1)will show

2)won't rain

3)Will / come

4)will be


