Level A2 Business English

Talking About Future Plans
未来の計画について話す

Lesson12

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Are you going to go to Los
Angeles tomorrow?
あなたは明日ロスに行くのですか。

2 SITUATION
状況
Mrs. Williams is talking with Mr. Sato in the office.
ウィリアムズさんは佐藤さんとオフィスで話しています。

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。

Mrs. Williams: Are you going to go to
Los Angeles tomorrow?

ウィリアムズ：
あなたは明日ロスに行くのですか？

Mr. Sato: Yes. I’m taking the plane from
Haneda Airport tomorrow
morning. I’ll work as a project
manager over there.

サトウ：
はい。明日朝羽田空港から飛行機
に乗ります。向こうでプロジェクトマ
ネージャーとして働きます。

Mrs.Williams: I’m sure you will do a
good job.

ウィリアムズ：
あなたならきっとうまくやりますよ！

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。

project manager

I’m sure

確信している

主任担当、プロジェクト・マネージャー

do a good job
良い仕事をする、うまくやり遂げる
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Are you going to go to Los
Angeles tomorrow?
あなたは明日ロスに行くのですか？

Talking About Future Plans: be going to + Verb
未来の計画について話す：be going to + 動詞

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。

I am going to give a presentation this
Friday.

私は今週金曜にプレゼンをします。

I’m not going to go to the party
tomorrow.

私は明日パーティには行きません。

We are going to discuss the matter
with his team next week.
Mr. Lee is going to leave the company
and start his own company.

私たちはその案件について彼のチームと来週話
します。
リーさんは会社を辞めて、自分の会社を作るつ
もりです。

“Is she going to come to the office
tomorrow?”
– “I’m not sure.”

「彼女は明日オフィスにくるでしょうか？」
「よくわかりません。」

6 練習
ACTIVITY
Activity 1: Make a sentence or question using “be going to + verb”.
練習1： “be going to +Verb”を使いながら、肯定文や疑問文を作ってみましょう。

Hints
ヒント

1. Mr. Tanaka / draw up a project proposal
2. she / leave Japan tomorrow morning

draw up 作成する
project proposal
apply for ~

3. you / apply for a new position

企画書

～に応募する、～を申請する

Activity 2 Talk about your future plans with your tutor.
練習2： 先生と一緒にあなたの未来の計画について話してみましょう。

position

職、地位
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