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サラは毎日仕事に出かけます。彼女はいつも８時半から４時半まで 
職場にいます。 

今は１１時です。サラは職場にいます。 

昨日の１１時は、彼女は職場にいました。 
明日の１１時は、彼女は職場にいるでしょう。

Sarah goes to work every day. She is always there from 8:30 until 
4:30. 
It is 11:00 now. Sarah is at work. 
At 11:00 yesterday, she was at work. 
At 11:00 tomorrow, she will be at work.

私/私たち/彼ら/彼/彼女/それは…するでしょう。 

私/私たち/彼ら/彼/彼女/それは…しないでしょう。
I / we / you / they / he / she / it WILL… 
I /we / you / they / he / she / it WILL NOT…

私/私たち/彼ら/彼/彼女/それは…しますか？ Will I / we / you / they / he / she / it . . .?

スーはたくさん旅行をします。彼女はロスにいます。明日、彼女はメキシコに
いるでしょう。来週は、ニューヨークにいるでしょう。

Sue travels a lot. Today she is in Los Angeles. Tomorrow she'll be 
in Mexico City. Next week, she’ll be in New York.

今夜私に電話してもいいですよ。私は家にいるでしょう。 You can call me tonight. I'll be at home.

庭にその古いパンを置いておきなさい。鳥たちがそれを 
食べるでしょう。 Leave the old bread in the yard. the birds will eat it.

私たちは今夜たぶん出かけるでしょう。 We'll probably go out tonight.

今晩家にいますか？ Will you be at home tonight?

私は、明日ここにはいないでしょう。 I won't be here tomorrow.

寝る前にコーヒーを飲まないように。眠れませんよ。 Don't drink coffee before you go to bed. 
You won't sleep.

ケリーは運転免許のテストに合格すると思います。 I think Kelly will pass her driver’s test.

今日の午後、雨が降らないと思います。 I don't think it will rain this afternoon.

その試験は難しいと思いますか？ Do you think the test will be difficult?

土曜日は映画に行くつもりです。私たちと一緒に 

来たいですか？
We are going to the movies on Saturday. Do you want to come 
with us?

明日、働きません。 I'm not working tomorrow.

明日、運転免許試験を受けに行くつもりですか？ Are you going to take your driver’s test tomorrow?

EXERCISES（演習）:

昨日、彼女はリオデジャネイロにいました。 
明日、彼女はボゴタにいる予定です。 

先週、彼女はサンティアゴにいました。 

来週、カラカスにいる予定です。 
今、彼女はリマにいます。 

三日前、彼女はブエノスアイレスにいました。 
旅行が終わった後、彼女はとても疲れているでしょう。

Yesterday she was in Rio de Janeiro. 
Tomorrow she'll be in Bogotá. 
Last week she was in Santiago. 
Next week she will be in Caracas. 
Right now, she is in Lima. 
Three days ago, she was in Buenos Aires. 
At the end of her trip, she will be very tired.

明日の１０時、私は職場にいるでしょう。 At 10:00 tomorrow, I'll be at work.

今から一時間、私は… One hour from now, I…

今日の深夜、私は… At midnight tonight, I…

明日の午後３時、私は… At 3:00 tomorrow afternoon, I…

今から２年後、私は… Two years from now, I…

寝る前にコーヒーを飲まないように。眠れませんよ。 Don't drink coffee before you go to bed. 
You won't sleep.

準備はまだですか？ 
まだです。５分で準備します。

Are you ready yet? 
Not yet. I will be ready in five minutes.

数日、出かけます。今晩発つので、明日は家にいません。 I'm going away for a few days. I'm leaving tonight, so I won't be at 
home tomorrow.
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雨は降らないでしょうから、傘を持っていく必要はありません。 It won't rain, so you don't need to take an umbrella.

今晩、あまり気分が良くありません。 

まあ、早く休んで。朝には気分が良くなっているでしょう。
I don't feel very well tonight. 
Well, go to bed early, you will feel better in the morning.

次の月曜日はビルの誕生日です。彼は２５歳になります。 It's Bill's birthday next Monday. He will be 25.

今朝遅れてごめんなさい。二度としません。 I'm sorry I was late this morning. 
It won't happen again.

ケリーは運転免許試験に合格するだろうと思います。 

ケリーは運転免許試験に合格しないだろうと思います。
I think Kelly will pass the driver’s test. 
I don't think Kelly will pass the driver’s test.

私たちは試合に勝つと思います。 I think we’ll win the game.

明日、私はここにはいないと思います。 I don't think I will be here tomorrow.

スーはプレゼントを気に入ると思います。 I think Sue will like her present.

彼らは結婚すると思いません。 I don't think they will get married.

あなたがその映画を気に入ると思いません。 I don't think you will like the movie.

今晩、私たちは劇場へ行きます。チケットを手に入れました。 We're going to the theater tonight. We've got tickets.

明日の夜、何をしますか？ 

何も。予定がありません。
What are you going to do tomorrow night? 
Nothing. I'm free.

彼らは明朝出発します。彼らの電車は８時４０分発です。 They’re leaving tomorrow morning. Their train 
 is at 8:40.

あなたの叔母さんは私たちにお金を貸してくれると確信しています。彼女はと
てもお金持ちです。

I'm sure your aunt will lend us some money. She's very rich.

どうしてコートを着ようとしているのですか？ 
出かけるところです。

Why are you putting on your coat? 
I am going out.

クレアは今晩私に電話をすると思いますか？ Do you think Claire will call us tonight?

スティーブは土曜日に私たちに会えません。 

彼は仕事をします。
Steve can't meet us on Saturday. He's working.

マイアミに車で行くより、飛行機でいきましょう。それほど（ドライブするほ
ど）長くはかからないでしょう。

Let's fly to Miami instead of driving. 
It won't take as long.

週末の予定は何ですか？ 

何人かの友達が私たちの家に泊まりに来ます。
What are your plans for the weekend? 
Some friends are coming to stay with us.
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