Level B1 General English

Talking About Future Actions

Lesson 12

未来の行動について話す	

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I am starting my vacation on
August 1st and going to Italy.
８月１日から休みを取って、イタリアに行く予定です。	

2 SITUATION
状況	
Paul is asking Mary about her vacation plans.
ポールはケイトに休暇の予定を聞いています。	

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。 	

Paul : Hi Mary. When are you going to take summer
vacation ?
Mary: I am starting my vacation on August 1st and
going to Italy. How about you?
Paul : I am not sure because the airfare is very
expensive to go abroad. I am thinking to go
camping.
Mary: That sounds fun !
Paul : Yeah, but I don’t have any camping goods. I don’t
know which is more expensive, air tickets or
camping goods.
Mary: Oh… you have to make a budget.

ポール：	
メアリー、いつから夏休みを取る予定	
なの？	
	
メアリー：	
８月１日から休暇を取ってイタリアに	
行く予定よ。ポールは？	
	
ポール：	
海外に行く航空券は高くて、まだ決め	
てないんだ。キャンプにでも行こうか
と考えているよ。
	
メアリー：
楽しそう！
ポール：
そうなんだけど、キャンプ用品を何も
持っていないんだ。航空券とキャンプ
用品を揃えるのとどっちが高いだろう。
	
メアリー：
あら、それは予算を立てないとね。 	

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。 	

airfare
expensive

航空券	
高い、高価な	

go abroad
budget

海外に行く
予算	
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I am starting my vacation on
August 1st and going to Italy.
８月１日から休みを取って、イタリアに行く予定です。	

Talking About Future Actions
尋ね方と答え方	
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。 	

QUESTIONS

質問

Is she planning on coming to work tomorrow?

彼女は明日仕事にいくつもりですか？

Are they coming to the barbeque party on
Sunday?

彼らは日曜日にバーベキューパーティをするつもり
ですか？

Who is bringing the barbeque?

誰がバーベキューセットを持ってきますか？

What are your plans for this weekend?

今週末何をする予定ですか？

RESPONSES

返答

She is taking the day off to visit her sister.

彼女は姉妹を訪ねるために休暇をとってます。

They are coming but they will be late.

彼らは来ますけど、遅れます。

Paul and David are bringing their barbeques.

ポールとデビットがバーベキューを持ってきます。

I am planning to go buy a new TV and meet
some friends for dinner.

私は新しいテレビを購入し友人たちを夕食に招く
計画をしています。

6 ACTIVITY
練習	
Activity 1: Answer the following questions.
練習1： 先生が質問をするので、答えてみましょう。できれは先生にも質問してみましょう。	

1.
2.
3.
4.

What are you doing after this lesson?
What time are you going to sleep?
What are you doing this weekend?
Are you going to study English tomorrow?

Activity 2 : Tell your tutor about your next holiday plans. If you don’t have any, use your
imagination and describe what you would do if you were going on your dream holiday.
練習2： あなたの次の休暇の計画を先生に話してみましょう。特に計画がなければ、想像力を働かせて、	
休暇旅行に行くとしたら何をするか話してみましょう。	

Hints
ヒント	

Present Continuous

1）Now 現在起こっている状況

現在進行形のカテゴリー	

ex) You are learning English now.	

2）Longer Actions in Progress Now 現在進行中の出来事

ex) I am reading the book - Tom Sawyer

3）Near Future 現在進行形を使って、近い未来の事を表現する。

ex) I am visiting my parents tomorrow.	
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