
No.1willを使って未来形に

【問題】次の各文の文末に を加え、 を使っtomorrow will

て未来の文に書き換えなさい。

We have a party.①

They stay in Kyoto.②

I make a good cake.③

It is very hot.④

I don't play the organ.⑤

She doesn't go to the museum.⑥

They don't study history.⑦

He isn't busy.⑧

They don't watch TV.⑨

Do you go to school?⑩

Is it cold?⑪

Does your sister come home?⑫
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① ：私たちは明日、パーテWe will have a party tomorrow.

ィーをする予定です （ ＋動詞」の語順に注意しま。「will

しょう。また、 の後の動詞は必ず原形〔 などのつwill s

かない元の形〕であることに注意 ）。

② ：彼らは明日、京都にThey will stay in Kyoto tomorrow.

滞在するでしょう。

③ ：私は明日、おいしいI will make a good cake tomorrow.

ケーキを作るつもりです。

④ ：明日は、とても暑くなるIt will be very hot tomorrow.

でしょう （ の後に来る 動詞は原形の となり。 will be be

ます。訳は「とても暑いでしょう」より「とても暑くな

るでしょう」が自然な日本語ですね ）。

⑤ ：私は明日、オルガンをI won't play the organ tomorrow.

弾かないでしょう（弾くつもりはありません （否定）。

文は 〔 〕を使い、 や は使いませwill not won't don't doesn't

ん ）。

⑥ ：彼女は明日、博She won't go to the museum tomorrow.

物館に行かないでしょう。

⑦ ：彼らは明日、歴史をThey won't study history tomorrow.

勉強しないでしょう。

⑧ ：彼は明日、忙しくないでしHe won't be busy tomorrow.

ょう （ 動詞の文も否定文では 〔 〕。 be will not be won't be

となります。 の後は、どんな動詞も原形だから やwill is

、 も になるのです ）am are be 。

⑨ ：彼らは明日、テレビをThey won't watch TV tomorrow.

見ないでしょう。

⑩ ：あなたは明日、学校へWill you go to school tomorrow?

行くつもりですか （ を使った疑問文は を文頭。 will will

に出せば出来ます。 や は必要ないことに注意しdo does

ましょう ）。

、 。⑪ ：明日は 寒くなるでしょうかWill it be cold tomorrow?

（ に を使えば、 ですね。疑問It is cold. will It will be cold.

文では が前に出るから、 となるのでwill Will it be cold?

す。 ではありませんよ ）Will be it cold? 。

⑫ ：あなたの姉さんWill your sister come home tomorrow?

は、明日、家に帰ってくるでしょうか。
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Do they listen to the record?⑬

Are you busy?⑭

Where do they play tennis?⑮

What does your father do?⑯

What do you make?⑰

How many books do you buy?⑱

My sister can visit them.⑲

You must help your mother.⑳

No.2willを使って未来形に

⑬ ：彼らは、明日、Will they listen to the record tomorrow?

そのレコードを聴くでしょうか。

⑭ ：あなたは明日、忙しいでしWill you be busy tomorrow?

You are busy. willょうか〔忙しくなるでしょうか （ に〕。

を使えば、 ですね。それを疑問文にすYou will be busy.

るには を前に出せば良いから、 とwill Will you be busy?

なるのです。 としてはいけません ）Will be you busy? 。

⑮ ：彼らは明日、どWhere will they play tennis tomorrow?

こでテニスをするつもりですか （ が文頭に来る。 Where

ことを除けば、普通の の文の疑問文の作り方と全will

く変わりません。要するに を主語の前に持ってくwill

れば良いのです。 や は全く必要ありません ）do does 。

⑯ ：あなたのお父さんはWhat will your father do tomorrwo?

明日、何をするつもりですか （最後の は「する」と。 do

いう意味の一般動詞ですから必要ですよ ）。

⑰ ：あなたは明日、何を作What will you make tomorrow?

るつもりですか。

、⑱ ：あなたは明日How many books will you buy tomorrow?

何冊の本を買うつもりですか。

⑲ ：私の姉さんMy sister will be able to visit them tomorrow.

は明日、彼らを訪れることが出来るでしょう （ も。 will

助動詞、 も助動詞で、助動詞を隣り合わせて続けるcan

ことは出来ません。 は と同じですから、can be able to

としなければなりません ）will be able to 。

⑳ ：あなたは明You will have to help your mother tomorrow.

日、あなたのお母さんを手伝わなければならないでしょ

う （ も助動詞、 も助動詞ですから、前問と同。 will must

様に隣り合わせては使えません。 は と同じmust have to

ですから、 としなければなりません ）will have to 。


