Level A2 General English

Talking About Future Activities
未来の予定について話す	

Lesson 17

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

Are you going to go to the bank?
あなたは銀行に行きますか？ 	

2 SITUATION
状況	
Sara is talking with her mother before she goes to the bank.
サラは銀行に出かける前に、彼女のお母さんと話しています。	

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。 	

Mother : Are you going to go to the bank?
Sarah : Yes, I am. Shall I do some
shopping for you?
Mother : Thank you. I want you to buy a
carton of milk and eggs on the
way back home.
Sarah : OK. I am going to stop by the
grocery store.

母：	
あなたは銀行に行く予定なの？	
	
	
サラ：	
そうよ。何か買い物してこようか？	
	
	
	
母：	
ありがとう。帰りにミルク１パックと	
卵１ケース買ってきてちょうだい。	
	
	
	
	
	
サラ： 	
分かったわ。スーパー（食糧雑貨	
店）に寄ってくるわね。	

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。 	

a carton of ~
on the way back
stop by ~
grocery store

一箱の～ ［carton は牛乳などの紙パック］
帰る途中で
～に立ち寄る
食料雑貨店
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

Are you going to go to the bank?
あなたは銀行に行く予定ですか？	

Future Tense 2 : “Be going to + Verb”
未来形 2 ： 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 meet my uncle tomorrow.

私は明日叔父に会う予定です。	

Are you going to visit Hokkaido during
summer vacation?
– Yes, I am. / No, I am not.

あなたは夏休みに北海道に行くのですか？

What are you doing for lunch today?
－ I am going to that new Italian place.

お昼はどうするつもり？

We are going to climb the mountain this
weekend.

この週末に私たちは山に登る予定です。	

-はい、行きます。 / いいえ、行きません。

Sue is going to make a birthday cake for her
child.

-あの新しいイタリアンのところに行くつもりです。	

スーは子供のために誕生日ケーキを作る予定です。	

6 ACTIVITY
練習	
Activity 1: Make a sentence or question using “be going to + verb”.
練習1： be going to ＋動詞 の形を用いて文または質問を作ってみましょう。	

Hints

1. Jun / wake up early tomorrow

ヒント	

2. her husband / begin law school this fall
wake up

3. you / watch a movie tonight?

目覚める	

law school 法科大学院、ロースクール	

4. it / rain tonight

fall 	

5. you / do tomorrow?	

秋 	
※英国では”autumn”

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。	
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