
SITUATION  

　Mr. Chen and Mr. Sugita are talking on the phone. 
　チェンさんとスギタさんが電話で話しています。	

Mr. Chen  : We have a meeting at 9 a.m.  
                tomorrow at our Shanghai  
                office. When is your plane  
                arriving? 
 
Mr. Sugita: I’ll have arrived in Shanghai 
                by 8 a.m. tomorrow. 
 	
Mr. Chen  : Oh, you have a very tight  
                schedule. 

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。 	

チェン：　	
明日は我々の上海オフィスで朝９
時からミーティングがあります。
あなたの飛行機は何時に到着し
ますか？	
	
	
	
	
	
スギタ：	
私は明日の朝８時までには上海
に到着しています。	
	
	
	
チェン：	
あら、あなたのスケジュールはと
てもタイトですね。	

Lesson 24  
Talking About Finished Actions In The Future 

　未来に完了する動作について話す	

今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A2 Business English 

tight 　　   　（予定）がきつい、ぎっしり詰まった 

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。 	

I'll have arrived in Shanghai by 8 a.m. 
tomorrow. 
 明日の朝８時までには私は上海に到着しています。	
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LANGUAGE FOCUS  
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 24  

  

Level A2 Business English 

彼は私が頼んだすべての仕事を明日までに終えて
いるでしょう。	

ACTIVITY 
練習	

Hints 
ヒント	

last train   終電 
goal    　　　　目標 
achieve   　達成する 
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3.  What are your goals for this year? Will you have 
achieved them by the end of this year? 

　　あなたの今年の目標は何ですか？今年の終わりまでにその目標を
達成しているでしょうか？ 

The contract will have expired by the end of 
2012. 

その契約は2012年末までに満了しているでしょう。	

Talking About Finished Actions In The Future 
未来に完了する動作について話す	

	

Activity : Answer the questions below. 
練習：　以下の質問に答えてみましょう。	

The meeting will have ended by 6 p.m. 
tomorrow. 

I won’t have finished the essay by 5 p.m. 

 あなたが到着する頃には当社のスタッフの一人が
空港に到着しています。	

He will have completed all the jobs I asked 
for by tomorrow. 

2.  Will you have finished this course by the end of 
this year?  

     今年末までにこのコースを終えているでしょうか？  

One of our staff will have reached the 
airport when you arrive. 

会議は明日の夜６時までには終わっているでしょう。	

1.  You have a lot of work to do. Will you have 
　　finished your work before the last train leaves?  
　　たくさん仕事がありますね。終電までに仕事を終えているでしょうか？ 

Talking About Finished Actions In The Future 
　未来に完了する動作について話す	

私はその評論を５時までには終えられないでしょう。	

I'll have arrived in Shanghai by 8 a.m. 
tomorrow. 
 明日の朝８時までには私は上海に到着しています。	
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