
＜未来形おさらいテスト＞

Q1. 次の未来を表す語句を書きなさい。

1 明日 tomorrow 2 来週の木曜日 next Thursday

3 あさって the day after tomorrow 4 いつか some day

5 明日の朝 tomorrow morning 6 まもなく soon

7 来年 next year 8 ５分で in five minutes

9 来月 next month 10 将来 in the future

11 来週 next week 12 明日までには by tomorrow

Q2. 例文を参考にしながら、太字部分の意味を書きなさい。（全文じゃなくていいよ）

1 I will tell you the truth.

～しよう（意志） 君に、真実を教えてあげよう。

2 Will you show me the way to the station?

～してください（依頼） 駅までの道を教えていただけませんか。

3 It will be rainy the day after tomorrow.

～でしょう（推量・単純未来） あさっては、（何の根拠もないんだけど）雨でしょう。

4 What are you going to do next Sunday?

～するつもりですか（相手の意志） 今度の日曜日、何をなさるおつもりですか。

5 I'm going to have a party with my neighborhood.

～するつもりだ（意思） 近所の人と、パーティーしようと思っています。

6 Shall I close the window?

～しましょうか（相手の意志） 窓、閉めましょうか。

7 Shall we swim in the river?

～しましょうか（勧誘） 川で泳がない？

Q3　エラーを探せ！

1 I will can play the piano last year.  (2)

will can → will be able to,  last year → next year

2 Shall we going to the movies together tommorrow?  ---Yes, we will.  (3)

Shall we going → Shall we go,  tommorrow → tomorrow,  we will → let's

3 She willn't have some apple this evening.  (3)

willn't → won't,  some → any,  apple → apples
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