Level A2 General English

Describing A Future Continuing Action
未来の継続する動作を表す

Lesson 18

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

We will be sending our Christmas
cards at this time next month.
私たちは来月の今頃クリスマスカードを送っているでしょう。

2 SITUATION
状況
Mrs. Smith and Noriko are talking about sending Christmas cards.
スミス夫人とノリコはクリスマスカードを送ることについてはなしています。

3 DIALOGUE
ダイアログ
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。

Mrs. Smith : Time flies! It’s already November.
We will be sending our Christmas
cards at this time next month.

スミス夫人：
時間は飛ぶように過ぎるわね！
もう11月だなんて。
来月の今頃はもうクリスマスカー
ドを送っているところだわ。

Noriko

ノリコ：
そうね。時間が過ぎるのは本当
に早いわ。でも私はクリスマスが
近づいてくるとワクワクするわ。

: Yes. Time passes by really fast.
I am excited that Christmas
is getting close.

Mrs. Smith: Me, too. In fact, I can hardly wait to
write my Christmas cards.

スミス夫人：
私もそうよ。実はクリスマスカー
ドを書くのが待ちきれないわ。

4 VOCABULARY
語い
Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

fly
already
passes by
getting close
can hardly wait

（時間が）さっと過ぎる
すでに、もう
（時が）過ぎる
（時期が）だんだん近づく
待ちきれない
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

We will be sending our Christmas
cards at this time next month.
私たちは来月の今頃クリスマスカードを送っているでしょう。

Future Progressive: “will be doing”
Continuing An Action At A Time In The Future
未来進行形 ： will be doing 将来の一時点で継続している 動作

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

I will be playing tennis at 10:00 a.m. tomorrow.

私は明日の朝10時にテニスをしているでしょう。

He will be waiting for you when your plane
arrives.

あなたの飛行機が着く頃彼はあなたを待っています
よ。

What will you be doing when I call you tonight?

今夜私が電話するときあなたは何をしているで
しょうか。

Alicia will be working as a nurse in three months.

アリシアは三ヶ月後には看護師として働いてい
るでしょう。

They will be travelling around France
at this time next month.

彼らは来月の今頃フランスを旅行しているでし
ょう。

6 ACTIVITY
練習

Activity 1 :Answer the questions below.
練習１： 下記の質問に答えましょう。
1.

Will you be studying English at around 9:00 tonight?
今日の9時ごろあなたは英語を勉強しているでしょうか。

2.

What will you be doing at this time tomorrow?
明日の今頃あなたは何をしているでしょうか。

3.

What job will you be doing at this time next year?
来年の今頃あなたはどんな仕事をしているでしょうか。

4.

What will you be doing in 5 years from now?
今から5年後、あなたは何をしているでしょうか。
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