
 

 

 

 

 

 

基礎 J+ week8[a-8] 《未来形 復習》 

1 be going to ①予定していること(その時点ではすでに決まっていたこと) I’m going to sell my car. 

②現状から判断して明らかに予測できる時     Look! It’s going to rain soon 

2 will  ①今思いついた未来のこと（その場で決めたこと）   I have a toothache. I will go to the dentist this Saturday. 

②未来の断言(強い意志)       I will definitely win the game! 

③未来の予想        Tom will pass the exam. 

  ※will は前から計画していることには使えない。 

3 現在進行形( be ~ing) ①準備が完了している予定      I’m having a party tonight. 

※タイムテーブル、プログラムなどは現在形を使う。      The train arrives at 7 tomorrow. 

 

1. 明日働いてるの？          

ううん。働いてないよ。   No, I’m not. 

2. 何してるの？           

3. Jesse が京都に来るから彼女と会うよ。        

4. 本当？何時に到着するの？私も会いたい！       I want to see her, too! 

5. 飛行機は 10 時半に着くから１１時に会うよ。来たら？Her flight         Why don’t you come? 

6. 絶対に参加するよ！          

7. Tom! 先に宿題をしなさい。          

8. わかってるよ。後でするつもり。   I know.        

9. だめ、今やりなさい。           

10. はーい。やるよ。           

11. 土曜日は何してるの？            

12. 予定はないよ。なんで？           

13. クリスマスパーティーに行くつもりなんだ。一緒に行こうよ。       Shall we go together? 

そのパーティー知ってるけど、チケットは１万円するよ。高すぎるよ。I know about the party but the ticket is 10000 yen. It’s too expensive. 

14. 冗談だろ！？それは知らなかったよ。じゃあ僕も行かないよ。Are you kidding?!       

今晩飲みに行こうよ。    Shall we go for a drink tonight? 

15. ごめん、今日は１０時前に寝るの。          

16. なんでそんなに早くに寝るの？           

17. 明日の朝早く起きないといけなくて。          

18. どこか行くの？            

19. うん、宝塚にミュージカルを観に行くよ。       to see a musical. 

20. いいね、何時から始まるの？   Sounds good.        

21. １０時からだけど Kate と７時に駅で待ち合わせなの。        

22. そうなんだ。じゃあ駅まで送ってあげるよ。(give you a lift)Oh, I see.      you a lift to the station. 

ありがとう。     Thank you so much. 

23. わあ、もうすぐ雨が降るね。   Oh,       

24. うん、一回家に戻って洗濯物を入れるよ。      and take in the laundry. 

25. しなくてもいいよ。Tom が家にいるから彼がしてくれるよ。        

26. わかった。Tom に電話するよ。           

27. 電車は何時に出るの？            

28. ８時だよ。             

29. ありえない！8 時過ぎに駅に着くから間に合わないよ！         

30. ううん、このバスは 8 時前に着くから間に合うと思うよ。        

 

 

 

 

 

 

 

基礎 J+ week8[a-8] 解答《未来形 復習》 

1 be going to ①予定していること(その時点ではすでに決まっていたこと) I’m going to sell my car. 

②現状から判断して明らかに予測できる時     Look! It’s going to rain soon 

2 will  ①今思いついた未来のこと（その場で決めたこと）   I have a toothache. I will go to the dentist this Saturday. 

②未来の断言(強い意志)       I will definitely win the game! 

③未来の予想        Tom will pass the exam. 

  ※will は前から計画していることには使えない。 

3 現在進行形( be ~ing) ①準備が完了している予定      I’m having a party tonight. 

※タイムテーブル、プログラムなどは現在形を使う。      The train arrives at 7 tomorrow. 

 

1. 明日働いてるの？   Are you working tomorrow? 

ううん。働いてないよ。   No, I’m not. 

2. 何してるの？    What are you doing? 

3. Jesse が京都に来るから彼女と会うよ。 Jesse is coming to Kyoto, so I’m meeting her. 

4. 本当？何時に到着するの？私も会いたい！ Really? What time is she arriving? I want to see her, too! 

5. 飛行機は 10 時半に着くから１１時に会うよ。来たら？Her flight arrives at 10:30 so we are meeting up at 11. Why don’t you come? 

6. 絶対に参加するよ！   I will definitely join you! 

7. Tom! 先に宿題をしなさい。   Tom! Do your homework first. 

8. わかってるよ。後でするつもり。   I know. I’m going to do it later. 

9. だめ、今やりなさい。    No, do it now. 

10. はーい。やるよ。    Okay, I will. 

11. 土曜日は何してるの？     What are you doing this Saturday? 

12. 予定はないよ。なんで？    I don’t have plans. Why? 

13. クリスマスパーティーに行くつもりなんだ。一緒に行こうよ。I’m going to go to a Xmas party. Shall we go together? 

そのパーティー知ってるけど、チケットは１万円するよ。高すぎるよ。I know about the party but the ticket is 10000 yen. It’s too expensive. 

14. 冗談だろ！？それは知らなかったよ。じゃあ僕も行かないよ。Are you kidding?! I didn’t know that! Then, I won’t go either. 

今晩飲みに行こうよ。    Shall we go for a drink tonight? 

15. ごめん、今日は１０時前に寝るの。  I’m sorry, but I’m going to bed before 10 o’clock today. 

16. なんでそんなに早くに寝るの？   Why are you going to bed so early? 

17. 明日の朝早く起きないといけなくて。  Because I have to get up early tomorrow morning. 

18. どこか行くの？    Are you going somewhere? 

19. うん、宝塚にミュージカルを観に行くよ。  Yes, I’m going to Takarazuka to see a musical. 

20. いいね、何時から始まるの？   Sounds good. What time does it start? 

21. １０時からだけど Kate と７時に駅で待ち合わせなの。It starts at 10 but I’m meeting up with Kate at 7 at the station. 

22. そうなんだ。じゃあ駅まで送ってあげるよ。(give you a lift)Oh, I see. Then, I will give you a lift to the station. 

ありがとう。     Thank you so much. 

23. わあ、もうすぐ雨が降るね。   Oh, It’s going to rain soon. 

24. うん、一回家に戻って洗濯物を入れるよ。  Yeah, I will go back home and take in the laundry. 

25. しなくてもいいよ。Tom が家にいるから彼がしてくれるよ。You don’t have to do that. Tom is at home now, so he will do it. 

26. わかった。Tom に電話するよ。   Okay, I will call him. 

27. 電車は何時に出るの？    What time does the train leave? 

28. ８時だよ。     It leaves at 8. 

29. ありえない！8 時過ぎに駅に着くから間に合わないよ！No way! We are arriving at the station after 8, so we are not going to make it! 

30. ううん、このバスは 8 時前に着くから間に合うと思うよ。No, this bus arrives before 8, so I think we will make it. 

 


