
SITUATION  
Chris is asking Kumi to come to the party tomorrow night. 
クリスはクミに明日の夜のパーティーに来ないかと誘っています。	

Chris : Will you come to the party tomorrow  
            night?    
 
Kumi  : That sounds fun, but my curfew is 
             at 10 o’clock. I’m afraid I can’t stay late.	
	
Chris : No problem. By 8:00 p.m. tomorrow  
            night the party will have finished. So  
            you can get home before your curfew. 

DIALOGUE   

クリス：	
明日の夜のパーティーに来な	
いかい？	
	
	
クミ：	
面白そう、でも私の門限が夜	
の10時なのよ。遅くまではいら	
れないわ。	
	
クリス：	
問題ないよ。明日は夜8時まで	
にパーティーは終わっている	
よ。だから、君は門限より前に	
帰宅できるよ。	
	

Lesson 19 
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY　 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A2 General English 

curfew                           門限 、外出禁止時間  
afraid                             心配している、恐れている 
stay late                       遅くまでいる 
No problem                      問題ない、大丈夫                             

By 8 p.m. tomorrow the party will 
have finished. 
明日は夜8時までにはパーティーは終わっているでしょう。　	
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Talking About Things You Will Have Done 
完了しているだろうことについて話す	
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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。 	

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。 	



LANGUAGE FOCUS  

Future Perfect: “will have done” 
Finished Action at a Time in the Future 
未来完了形：  will have done   将来の一時点で 完了している動作	

今日のポイント	

Lesson 19  
Level A2 General English 

 By 8 p.m. tomorrow, the party will have    
 finished. 
 明日は夜8時までにはパーティーは終わっているでしょう。	

  

あなたの飛行機が着く頃までには彼は空港に着いて 
いるでしょう 

  　 

ACTIVITY 
練習	

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

ヒント	

　        　	

5 

What is your goal for this year? Will you have 
met your goal by the end of this year? 
あなたの今年の目標は何でしょう？今年の終わりまでに        	
あなたはあなたの目標を達成しているでしょうか？   

   　　　  

They will have completed the project before the 
deadline.　　  

彼らは期限前にプロジェクトを完了しているでしょう。	

　　	

　	

I will have finished this job by 5 p.m. tomorrow.　 

I will have done my homework by the time you  
come back.  

あなたが帰って来る頃までには宿題は終わらせて 
いるわ。	

She will have left for France at this time tomorrow.  

He will have reached the airport by the time your  
plane arrives.   

彼女は明日の今頃はフランスに向かって出発して 
いるでしょう。	

私は明日の午後5時までにこの仕事を終えています。	

goal  　 目標    	

Will you have finished your dinner by 9:00 PM              
tonight?                                                                             
今夜9時頃には夕食を済ませているでしょうか？  

meet a goal    目標を達成する   	

lose weight      減量する   	

2.   Will you have perfected your English by the  
      time this course finishes? 
       このコースが終わるころにはあなたの英語は完璧になって 
　　  いるでしょうか？  

perfect　完全にする、完璧にする	

take part in a marathon race 
マラソンレースに参加する   	

speak English fluently   
英語をスラスラ話す  	

6 

Talking About Things You Will Have Done 
完了しているだろうことについて話す	

1. 

3. 

Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd. 	

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。 	


