
4 今夜映画を観に行くかもしれないけど、わからないわ。 I might go to the movies tonight, but I'm not sure.

5
レベッカはいつあなたに電話しますか？ 

わからないわ。おそらく今日の午後電話してくるでしょう。
When is Rebecca going to call you? 
I don't know. She might call this afternoon.

6 傘を持っていきなさい。おそらく雨が降るでしょう。 Take an umbrella with you. It might rain.

7 宝くじを買いなさい。当たるかもしれませんよ。 Buy a lottery ticket. You might be lucky.

8
今夜出かける予定ですか？ 

そうするかも。
Are you going out tonight? 
I might.

9
明日テニスをする予定です。 

おそらく明日テニスをするかもしれない。
I'm playing tennis tomorrow. 
I might play tennis tomorrow.

10
レベッカは後で電話する予定です。 

おそらくレベッカは後で電話するかもしれない。
Rebeca is going to call later. 
Rebecca might call later.

11 明日、仕事に行かないかもしれない。 I might not go to work tomorrow.

12 スーはパーティに来ないかもしれない。 Sue might not come to the party.

13 今夜映画を観に行くかもしれない。 I may go to the movies tonight.

14 スーはパーティに行かないかもしれない。 Sue may not go to the party.

15 質問してもよいですか？ May I ask a question?

16
ここに座ってもよいですか？ 

もちろんです。
May I sit here? 
Sure.

EXERCISES（演習）:

17 映画に行くかもしれません。 I might go to the movies.

18 明日あなたに会うかもしれません。 I might see you tomorrow.

19 サラは電話をするのを忘れるかもしれません。 Sarah might forget to call.

20 今日は雪が降るかもしれません。 It might snow today.

21 今夜遅くなるかもしれません。 I might be late tonight.
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1 お休みはどこへ行きますか？ Where are you going for your vacation?

2 はっきりとしていません。コスタリカに行くかもしれません。
I’m not sure. I might go to Costa Rica. 
= It is possible that he will go to Costa Rica.

3 雨が降るかもしれない。
It might rain. 
= It is possible that it will rain.

I 
私は 

we 
私たちは 

you 
あなたは 

あなたたちは 
they 
彼らは 
彼女らは 

he 
彼は 

she 
彼女は 

it 
それは

might 
（おそらく..かもしれない） 

might not 
（おそらく..ないかもしない）

be（ある） 

go（行く） 

play（。。。） 

come（来る） 

work（働く） 

have（持つ） 

 read（読む） 

like（好む） 

live（住む） 

watch（見る） 

do（する）
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22 マークは来週ここにいないかもしれません。 Mark might not be here next week.

23 出かける時間がないかもしれません。 I might not have time to go out.

24
お休みにどこへ行く予定ですか？ 

まだわかりません。たぶんイタリアへ行くかもしれません。
Where are you going for your vacation? 
I’m not sure. I might go to Italy.

25
今週末あなたは何をしますか？ 

わかりません。たぶん旅行するかもしれません。
What are you doing this weekend? 
I don’t know. I might take a trip.

26
ケイトにまたいつ会いますか？ 

わかりません。月曜日に彼女に会うかもしれません。
When will you see Kate again? 
I’m not sure. I might see her on Monday.

27
夕食に何を食べる予定ですか？ 

わかりません。おそらく魚を食べるでしょう。
What are you going to have for dinner. 
I don’t know. I might have fish.

28
今夜どうやって家に帰りますか？ 

わかりません。おそらくタクシーで帰るかもしれない。
How are you going to get home tonight? 
I’m not sure. I might take a taxi.

29
お金が当たったと聞いたのだけど、そのお金、どうするの？ 

まだ決めていないの。おそらく新しい車を買うかもね。
I hear you won some money. What are you going to do with it? 
I haven’t decided yet. I might buy a new car.

30
明日テニスをする予定ですか？ 

はい、午後に。
Are you playing tennis tomorrow? 
Yes, in the afternoon.

31
明日の夜、出かけますか？ 

おそらく。
Are you going our tomorrow evening? 
Possibly.

32
朝早く起きる予定ですか？ 

たぶん。
Are you going to get up early. 
Maybe.

33
明日、仕事をしますか？ 

いいえ、しません。
Are you working tomorrow? 
No, I’m not.

34
明日の午前中、家にいますか？ 

たぶん。
Will you be at home tomorrow morning? 
Maybe.

35
テレビを見る予定ですか？ 

おそらく。
Are you going to watch television? 
I might.

36
午後に出かける予定ですか？ 

はい、その予定です。
Are you going out in the afternoon? 
Yes, I am.

37
買い物に行きますか？ 

たぶん、はっきりはしていないけど。
Are you going shopping? 
Perhaps, I’m not sure.

38 彼は明日の午後テニスをする予定です。 He’s playing tennis tomorrow afternoon.

39 彼は明日の夜出かけるかもしれません。 He might go out tomorrow evening.

40 彼は朝早く起きるかもしれません。 He might get up early.

41 彼は明日仕事をしません。 He isn’t working tomorrow.

42 彼は明日の朝、家にいるかもしれません。 He might be at home tomorrow morning.

43 彼はテレビを見るかもしれません。 He might watch television.

44 彼は午後に出かける予定です。 He’s going out in the afternoon.

45 彼は買い物に出かけるかもしれません。 He might go shopping.

46 私は新聞を読むかもしれません。 I might read a newspaper.

47 私は夜、何人かの友達と出かけるかもしれません。 I might go out with some friends at night.

48 私は朝食に卵を食べるかもしれません。 I might have an egg for breakfast.
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