Level A2 Business English

Showing You Have An intention Or Decision
意図や決定した予定があることを示す

Lesson 22

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I have a plan to start my own
company.
私は自分の会社を立ち上げる計画があります。	

2 SITUATION
状況	
Ms. Harrison asks Mr. Simon, who is going to quit his job soon,
what he will do after resigning.
ハリソンさんは、近々仕事を辞める予定のサイモンさんに、退職後はどうするのか尋ねます。

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。 	

Ms. Harrison: Mr. Simon, I hear that you are going
to quit your company soon. What will
you do after resigning?
Mr. Simon

: To tell you the truth, I have a plan to
start my own company. Though I
can’t tell you about it in detail now,
it’s an IT related business.

Ms. Harrison: Wow! That’s great! I wish you every
success.
Mr. Simon

ハリソン：
サイモンさん、もうすぐ会社を辞められ
るそうですね。退職後はどうされるん
ですか？

サイモン：
実のところを言うと、私は自分の会社
を立ち上げる計画があるんです。今は
詳しくはお話しできないんですが、IT関
連の仕事なんですよ。

	
ハリソン：
まあ！すごいですね！成功をお祈りし
ています。

サイモン：
ありがとう、ハリソンさん。	

: Thank you, Ms. Harrison.

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。 	

quit
to tell (you) the truth
IT related business

やめる
実を言うと

resign
in detail

辞職する、退職する
詳細に

IT関連の仕事
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I have a plan to start my own
company.
私は自分の会社を立ち上げる計画があります。	

Showing an Intention or Decision
意図や決まった予定を述べる	

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。 	

ASKING ABOUT A PLAN

予定を尋ねる	

Do you have any plans for next week?

来週の予定は何かありますか。

What’s your plan after retirement?

退職後の計画はございますか。

What are you going to do tomorrow?

明日は何をするつもりですか。	

DESCRIBING A PLAN

予定があることを述べる	

We have a plan to open a new office in Kyoto.

我が社は京都に新しい事業所を開設する
計画があります。

She’s going to take a paid holiday for 3 days.

彼女は３日間有給をとる予定です。

We’re holding a strategy meeting today.

今日は戦略会議があります。

I’m going to talk with Mr. Salmon today.

今日はサモンさんとお話しする約束をして
おります。	

6 ACTIVITY
練習	
Activity 1: This is Ms. Baily’s schedule. Please talk about her plan.
練習1： これはベイリーさんのスケジュールです。彼女の計画について話してみましょう。	

November	
 
12(Mon)

	
 
	
 
	
 
	
 
13(Tue) 9:30	
  Meet Mr. Sato in	
  Shibuya	
	
 
14(Wed)	
 
	
 
12:30 Go to Haneda Airport
to see Mr. Sato off	
15(Thu)	
 
	
 
Strategy meeting
16(Fri)	
 
16:00 conference room	

	
 17(Sat)	
 
	
 	
 
	
 18(Sun)	
 

go shopping with Karen
11:00 at Shinjuku	
Company picnic in
Inokashira Park	

Activity 2: Talk about your plans.
練習2： あなた自身の計画について話してみましょう。	
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