Level B1 General English

Future Perfect Continuous
未来完了進行形	

Lesson 14

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

He is going to be tired because he will
have been working for 15 hours straight.
彼は１５時間連続勤務になるから、かなり疲れているだろう。	

2 SITUATION
状況	
Cathy and Yuji are discussing if Jack is coming to the barbecue on the weekend.
キャシーとユウジは週末のバーベキューパーティにジャックが来られるかどうか話しています。

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。 	

Cathy: I’d like to check who’s coming to the barbecue
party this weekend.
Yuji

: I don’t think Jack will come to the party. He is
going to be tired because he will have been
working for 15 hours straight.

Cathy: He’s been so busy, he’ll burn out soon.
Yuji

: I think he needs a break.

Cathy: Maybe he can join us for a drink after he
finishes work.
Yuji

キャシー：
今週末のバーベキューの参加者
確認をしたいんだけど。	
	
ユウジ：
多分ジャックは来れないと思うよ。
彼は１５時間連続勤務になるらし
いから、かなり疲れてるんじゃない
かな。	
	
キャシー：
彼、この所ずっと忙しいでしょ。
燃え尽きちゃいそう。
	
ユウジ：
休息が必要だと思うよ。
	
キャシー：
一杯やるくらいなら、仕事の後でも
来れるんじゃないかしら。
ユウジ：	
電話してみるよ。

: I’ll give him a call.

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。 	

burn out

燃え尽きる

straight

連続で
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

He is going to be tired because he will
have been working for 15 hours straight.
彼は１５時間連続勤務になるから、かなり疲れているだろう。	

Using the Future Perfect Continuous
(Talking about a continuous action that is finished or continuing in the future.)
未来完了進行形を使って、予想出来る動作状態を説明する。	

Directions： Make some sentences using the expressions below.
課題： 下記の表現を使って文を作ってみましょう。	

By the time it arrives, I will have been
waiting for five days.

それが届くまでに、私はあと５日間待ちます。

How long has she been working here?

彼女はどのくらいここで働いてますか？

She will have been working here for three
years when she finishes next Friday.

次の金曜が過ぎれば、彼女はここで３年間働いて
いることになります。

How long have they been on the road?

彼らはどのくらい路上にいるのですか？

They will have been driving for four hours
by the time they get here.

ここに到着する頃には、４時間のドライブになる
でしょう。
	

6 ACTIVITY
練習	

Activity1 : Make some sentences for the periods below using future perfect continuous.
練習1： 未来完了進行形を使って、 以下の時期に関する文章を作ってみましょう。	

1.

9:00 pm

2.

this time tomorrow

3.

this time on Saturday

4.

next week

5.

next month

6.

next year

7.

2020

Activity2 : Tell your tutor about yourself using the future perfect continuous.	
練習2： 先生にあなたのことについて未来完了進行形を使って話してみましょう。	
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