
will を使った未来の文①

【問 1 】（ ）内の語を後ろにつけ、 will を使って各文を書

き換え、更に書き換えた文を日本語に直しなさい。

① She goes to the museum. (next Sunday)

②My sister is busy. (tomorrow morning)

③ His father buys a new car. (next month)

④ Does her mother work in New York? (next year)

⑤ Her brother doesn't come back. (tonight)

⑥My cousin teaches math at a high school. (next year)

⑦ Do you write a letter to your American friend?

(tomorrow)

【問 2 】次の各文を疑問文にし、（ ）内の語を使って答え

なさい。

① Keiko will visit her aunt next year. (Yes)

② Andy will become a science teacher in the future.

(No)

③ His mother will be at home tomorrow. (Yes)

④ Your brother will be twenty next month. (No)

⑤ You will go to Tokyo next Saturday. (Yes)

【問 3 】各文を否定文にし、更に日本語に訳しなさい。

① It will be fine tomorrow.

② She will come to our house next Sunday.

③My brother will help me tomorrow afternoon.

④ His sister will cook dinner for her family.

willを使った未来の文①

【問 1 】

① She will go to the museum next Sunday. 彼女は、来

週の日曜日、博物館に行くつもりです。

②My sister will be busy tomorrow morning. 私の姉

は、明日の朝、忙しいでしょう。

③ His father will buy a new car next month. 彼の父は、

来月、新しい車を買うつもりです。

④Will her mother work in New York next year? 彼女

の母は、来年、ニューヨークで働く予定ですか。

⑤ Her brother won't come back tonight. 彼女の兄は、

今夜、帰ってこないでしょう。

⑥My cousin will teach math at a high school next year.

私のいとこは、来年、高校で数学を教える予定です。

⑦Will you write a letter to your American friend

tomorrow? あなたは、明日、あなたのアメリカ人の友

人に手紙を書くつもりですか。

【問 2 】

①Will Keiko visit her aunt next year? Yes, she will.

恵子は、来年、彼女の叔母を訪れるつもりですか。は

い、そのつもりです。

②Will Andy become a science teacher in the future?

No, he won't. アンディは、将来、理科の先生になるつ

もりですか。いいえ、そのつもりはないでしょう。

③Will his mother at home tomorrow? Yes, she will.

彼の母は、明日、家にいるでしょうか。はい、いるでしょ

う。

④Will your brother be twenty next month? No, he

won't. あなたの兄さんは、来月、二十歳になります

か。いいえ、なりません。

⑤Will you go to Tokyo next Saturday? Yes, I will. あ

なたは、来週の土曜日、東京に行くつもりですか。は

い、そのつもりです。

【問 3 】

① It won't be fine tomorrow. 明日は、晴れないでしょ

う。

② She won't come to hour house next Sunday. 彼女は、

来週の日曜日、私達の家に来ないでしょう。

③My brother won't help me tomorrow afternoon. 僕の

兄は、明日の午後、僕を手伝ってくれないでしょう。

④ His sister won't cook dinner for her family. 彼の姉

は、彼女の家族のために夕食を料理しないでしょう。


