
SITUATION  
　Mr. Furuya is asking his boss about when to start the research project. 
　フルヤさんは主任にいつプロジェクトを開始するか尋ねています。	

Mr. Furuya: When do we start the 
                 research project? 
 
Boss        : When the division manager  
                 makes a final decision.  
                 He will give us an answer  
                 tomorrow. 
 
Mr. Furuya: All right. I’ll wait for the  
                 answer. 

DIALOGUE   
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。 	

フルヤ：　	
その研究プロジェクトをいつ開始し
ますか？	
	
	
	
主任：	
部長が最終決定を行ない次第です。
明日回答をくれるでしょう。	
	
	
	
	
	
	
	
フルヤ：	
承知しました。回答を待っています。	

Lesson 14 
Using “Will” To Talk About The Future 

　Willを使って未来のことを話す	

今日のフレーズ	
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Level A2 Business English 

research project 　研究プロジェクト 
make a decision 　決定する 
All right. 　            分かりました。 

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。 	

He will give us an answer 
tomorrow. 
 彼は明日回答をくれるでしょう。	
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division manager 　部長 
final 　                    最終的な、最後の 
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LANGUAGE FOCUS  

あなたの事務処理を手伝いましょう。	

今日のポイント	

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。 	

Lesson 14 
Level A2 Business English 

「少々お待ちください。マネージャーに聞いてき
ます。」（電話）	

ACTIVITY 
練習	

Hints 
ヒント	

edit  　　　　編集 
details       詳細 
develop a new product
新製品を開発する 
organize a project 
プロジェクトをまとめる 
negotiate in English 　　 
英語で交渉する 
 

5 

6 

1.   I / help you with your editing 

Will he be able to get this project done? 

I’ll help you with your paperwork. 

She will provide you with the necessary 
information. 

彼はこのプロジェクトを遂行することができるで
しょうか。	

Activity 2: Talk about the future using “will” with your  
                 tutor. 
練習2：　“will”を使って、未来のことについて先生と話してみましょう。	

2.   She /  tell you more details about the product 

Using “Will” To Talk About The Future 
Willを使って未来のことを話す	

Activity 1: Make a sentence or question with “will” using the words below. 
練習1：　“will”を使いながら、次の語句を用いて文・質問を作ってみましょう。	

1.   tomorrow 　 

2.   next year　　　 

“Hold on a minute, please. I’ll ask my 
manager.” 

彼女があなたに必要な情報を提供します。	

We will be happy to assist you. 喜んでお手伝いいたします（手紙、メールなど）	

3.   in three years 　 

3.   He / late for today’s meeting   

He won’t be happy with the result. 

Using “Will” To Talk About The Future 
　Willを使って未来のことを話す	

彼はその結果には喜ばないでしょう。	

He will give us an answer 
tomorrow. 
 彼は明日回答をくれるでしょう。	
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