
基礎 J week8 [a-8] 《助動詞①will/be going to 未来形》 

未来形・・・主語と動詞の間に「will」または「be going to」を入れる。 

※「will」と「be going to」の後の動詞は必ず原形（例：likes は like に、am, is, are は be に） 

①will  今決めた未来のことを話す時 肯定文 I will watch TV tonight. 

   疑問文 Will you watch TV tonight?  Yes, I will. / No, I won't.  

     否定文 I won’t watch TV tonight. 

1. 私達は今夜パーティを楽しみます。         

2. あなたは明日の夜、家にいますか？         

 はい、います。      いいえ、いません。    

3 後でそれについて考えます。          

4. 来週の土曜日ゴルフをしますか？         

5. すぐにピザをあなたの家にお届けします。        

6. 彼女は私を許さないでしょう。          

7. 私は決してあの美容院に行きません。         

8. 彼女はこのネックレスを気に入ると思います。        

9. ７月の京都はとても暑いでしょう。         

10. 今日の午後は晴れますか？          

11. 誰かがエアコンをつけるでしょう。         

12. 今日は誰も残業しないだろう。          

13. 今週末あなた達はどこでバーベキューをするの？        

14. 次回いつ飲みに行きますか？          

15. この夏、子供達は何をしますか？         

 

②be going to  話す時点よりも前から決めている予定を話す時 

※「be going to」 の be は主語によって am, are, is,のいずれかを選択する。 

   肯定文 I am going to go to the party. 

疑問文 Are you going to go to the party?    Yes, I am. / No, I’m not. 

   否定文 I’m not going to go to the party. 

16. 私は今晩外食するつもりです。          

17. 私は彼を待たないつもりです。          

18. 彼は今年の末に転職します。          

19. 彼女は来月の初めに神戸に引っ越します。        

20. 私は彼に折り返し電話をしないつもりです。        

21. 私は今日は誰とも話しません。          

22. 私は母の日にバラを買うつもりです。         

23. なぜ彼はアメリカに行くつもりなのですか？        

24. あなたは昼食に何を作るつもりですか？         

25. あなたは明日何をするつもりですか？         

26. どんな本をあなたは読むつもりですか？         

27. 彼女は誰とレストランに行くつもりですか？        

28. いくらチップを払いますか？          

             

エアコン the air conditioner   残業する work overtime   飲みに行く go for a drink   

〜の末に/初めに at the end(/beginning) of~   母の日 Mother’s Day   チップを払う tip 

基礎 J 解答 week8 [a-8] 《助動詞①will/be going to 未来形》 

未来形・・・主語と動詞の間に「will」または「be going to」を入れる。 

※「will」と「be going to」の後の動詞は必ず原形（例：likes は like に、am, is, are は be に） 

①will  今決めた未来のことを話す時 肯定文 I will watch TV tonight. 

   疑問文 Will you watch TV tonight?  Yes, I will. / No, I won't.  

     否定文 I won’t watch TV tonight. 

1. 私達は今夜パーティを楽しみます。  We will enjoy the party tonight. 

2. あなたは明日の夜、家にいますか？  Will you be at home tomorrow night? 

 はい、います。Yes, I will.  いいえ、いません。No, I won’t. 

3 後でそれについて考えます。   I’ll think about it later. 

4. 来週の土曜日ゴルフをしますか？  Will you play golf next Saturday? 

5. すぐにピザをあなたの家にお届けします。 We will deliver the pizza to your house soon. 

6. 彼女は私を許さないでしょう。   She won’t forgive me. 

7. 私は決してあの美容院に行きません。  I’ll never go to that hair salon(/beauty salon). 

8. 彼女はこのネックレスを気に入ると思います。 I think she will like this necklace. 

9. ７月の京都はとても暑いでしょう。  It’ll be very hot in Kyoto in July. 

10. 今日の午後は晴れますか？   Will it be sunny this afternoon? 

11. 誰かがエアコンをつけるでしょう。  Somebody will turn on the air conditioner. 

12. 今日は誰も残業しないだろう。   Nobody will work overtime today. 

13. 今週末あなた達はどこでバーベキューをするの？ Where will you have a barbecue this weekend? 

14. 次回いつ飲みに行きますか？   When will we go for a drink next time? 

15. この夏、子供達は何をしますか？  What will the children do this summer? 

 

②be going to  話す時点よりも前から決めている予定を話す時 

※「be going to」 の be は主語によって am, are, is,のいずれかを選択する。 

   肯定文 I am going to go to the party. 

疑問文 Are you going to go to the party?    Yes, I am. / No, I’m not. 

   否定文 I’m not going to go to the party. 

16. 私は今晩外食するつもりです。   I’m going to eat out tonight. 

17. 私は彼を待たないつもりです。   I’m not going to wait for him. 

18. 彼は今年の末に転職します。   He is going to change jobs at the end of the (/this) year. 

19. 彼女は来月の初めに神戸に引っ越します。 She is going to move to Kobe at the beginning of next month. 

20. 私は彼に折り返し電話をしないつもりです。 I’m not going to call him back. 

21. 私は今日は誰とも話しません。   I’m not going to talk to anyone today. 

22. 私は母の日にバラを買うつもりです。  I’m going to buy some roses for Mother’s Day. 

23. なぜ彼はアメリカに行くつもりなのですか？ Why is he going to go to America? 

24. あなたは昼食に何を作るつもりですか？  What are you going to make for lunch? 

25. あなたは明日何をするつもりですか？  What are you going to do tomorrow? 

26. どんな本をあなたは読むつもりですか？  What kind of book are you going to read? 

27. 彼女は誰とレストランに行くつもりですか？ Who is she going to go to the restaurant with? 

28. いくらチップを払いますか？   How much are you going to tip? 

             

エアコン the air conditioner   残業する work overtime   飲みに行く go for a drink   

〜の末に/初めに at the end(/beginning) of~   母の日 Mother’s Day   チップを払う tip 


