
《Lesson 6-1》未来形② will疑問文 （Yes/ No 疑問文編） 

 will の疑問文も、can で疑問文を作るように作られます。つまり、肯定文を作り、will を文頭に持って

くれば完成となります。しかし、「～するつもりですか？」という意味だけでなく Will you ～？の形で

「～してくれませんか？」といったカジュアルな依頼（Can you ~？と似たニュアンス）でも使われます。 

【未来形② will の Yes/No 疑問文： 基本の形】 

Will ＋  主語  ＋ 一般動詞の原形 ＋ ～? 

（「主語」は「一般動詞」するつもりですか） 

（「主語」は「一般動詞」する予定ですか） 

*ただし Will you～？は、「～してくれませんか？」といったカジュアルな依頼を表すこともできる。 

   ＜例＞ Will he take that class?   （彼はその授業を取るつもりですか） 

           Will she work with us?   （彼女は私たちと働く予定ですか） 

Will you do this?        （これをしてくれますか？） 

【作り方】 

ステップ 1：will の肯定文を作る。 

ステップ 2：文の先頭に will を持ってきて、最後を？にする。 

＜例 1＞「あなたはパーティーに来るつもりですか」という文の場合。 

ステップ 1：will の肯定文を作る。→ あなたはパーティーに来るつもりです。 

          You will come to the party.         

ステップ 2：文の先頭に will を持ってきて、最後を？にする。 

                Will you come to the party?          

＜例 2＞「彼はその授業を取る予定ですか」という文の場合。 

ステップ 1：will の肯定文を作る。→ 彼はその授業を取る予定です。 

          He will take that class.          

ステップ 2：文の先頭に will を持ってきて、最後を？にする。 

                Will he take that class?           

 

 

 

 

 



【疑問文の答え方】 

答え方は、基本的に Yes / No の 2 種類。 

 Yes,   代名詞          will     .   

 No,    代名詞        will         not    . 

*will＋notの短縮形の won’t を使うのが一般的。 

 

＜例 1＞ 

  Will you come to the party?  （あなたはパーティーに来るつもりですか） 

    はい  → Yes, I will. 

    いいえ → No, I won’t. (No, I will not.)  

＜例 2＞ 

  Will he take that class? （彼はその授業を取る予定ですか）  

    はい  → Yes, he will.  

    いいえ → No, he won’t (No, he will not.)  

《Lesson 3-2》未来形⓵ be going to疑問文 （疑問詞編） 

そして、will に who / what / why などの疑問詞を足す場合は、canの文の時同様、基本的に疑

問詞を疑問文の前に足してあげれば完成となります。 

【疑問詞＋be going to の疑問文： 基本の形】 

疑問詞 + will ＋  *主語  ＋ 一般動詞の原形 ＋ ～？ 

*主語をたずねる疑問文の場合は「主語」の部分はなくなる 

   ＜例＞ When will she come here? ― She will come here at 4:00.  

（彼女はいつここに来る予定ですか。 ― 彼女は 4 時にここに来る予定です） 

            Where will you go tomorrow? ― I will go to Yokohama. 

（あなたはどこに明日行く予定ですか。― 私は横浜に行く予定です） 

            What will happen next? ― I don’t know.  【主語をたずねる疑問文】 

     （次に何が起きる予定なのですか。 － わかりません） 

 

 

will で聞いているので will で答える。 

be動詞で答えないように注意。 

＜例＞ Will you come to the party?  

Yes, I am. ＝×  



【作り方】 

ステップ 1：疑問詞の部分（何、いつ、など）に同じ種類の適当な単語を入れて疑問文を作る。 

（主語をたずねる疑問文の場合は、肯定文を作る） 

ステップ 2：入れた “適当な単語” を「疑問詞」に戻す。 

（主語をたずねる疑問文の場合は、更に文の最後を“？”にして終了） 

ステップ 3：疑問詞を文頭に持ってくる。 

＜例 1＞ 「彼女はいつ来る予定ですか」という文の場合。 

ステップ 1：疑問詞の部分（いつ）に同じ種類の適当な単語を入れて疑問文を作る。 

      →「彼女は明日ここに来る予定ですか」 

   Will she come here tomorrow?      

ステップ 2：入れた “適当な単語” を「疑問詞」に戻す。 

           Will she come here when?          

ステップ 3：疑問詞を文頭に持ってくる。 

           When will she come here?        

＜例 2＞ 「あなたはどこに明日行く予定ですか」という文の場合。 

ステップ 1：疑問詞の部分（どこ）に同じ種類の適当な単語を入れて疑問文を作る。 

      →「あなたは横浜に明日行く予定ですか」 

   Will you go to Yokohama tomorrow?    

ステップ 2：入れた “適当な単語” を「疑問詞」に戻す。 

           Will you go where tomorrow?           

ステップ 3：疑問詞を文頭に持ってくる。 

           Where will you go tomorrow?         

＜例 3＞ 「次に何が起きる予定なのですか」という文の場合。【主語をたずねる疑問文】 

ステップ 1：疑問詞の部分（何）に同じ種類の適当な単語を入れて肯定文を作る。 

      →「次にこれが起きる予定です」 

   This will happen next.          

ステップ 2：入れた “適当な単語” を「疑問詞」に戻し、最後を？にする。 

           What will happen next?               
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