
SITUATION  
Takeo is talking with Mr. Smith about weekend plans.  
タケオとスミス氏は週末の予定について話しています。	

Mr. Smith: What are you doing this  
                   weekend? 
 
Takeo       : I am playing golf on Saturday.  

              I  am a beginner. I just started   
                   last month. So, what are you  
                   doing?  
 
Mr. Smith: What a coincidence! I am also  
                   playing golf with my Japanese  
                   colleagues. 

DIALOGUE   

スミス氏： 
この週末には何をしますか？	
	
	
	
	
タケオ： 
土曜はゴルフをします。私は初心
者です。先月始めたばかりです。 
あなたは何をされますか？	
	
	
	
	
	
スミス氏： 
偶然ですね！私も日本人の同僚
とゴルフをするんですよ。	

Lesson 14 
Talking About Future Activities 

　未来の予定について話す	

今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

状況	

ダイアログ	

Level A2 General English 

I am playing golf  
on Saturday. 
私は土曜日にゴルフをします。	

1 

2 

3 

VOCABULARY	4 

beginner  初心者 
just  ちょうど  

coincidence   偶然の一致 
 (”What a coincidence!”　「偶然ですね！」) 
also  ～もまた 
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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。 	

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。 	



LANGUAGE FOCUS  

Present Continuous : Be + Verb + ing 

Fixed Plan in the Near Future  
現在進行形：be + 動詞 + ing　近い未来の確定した予定	

彼女は今夜のパーティーに来ます。	

今日のポイント	

Lesson 14 
Level A2 General English 

 I am playing golf on Saturday. 
私は土曜日にゴルフをします。	

私は今月ロンドンに出張します。	

  　 

ACTIVITY 
練習	

1.  What are you doing tonight? 
あなたは今晩何をしますか？ 

Activity 1: Answer the questions below.　 
練習1:　以下の質問に答えてみましょう。	

Hints 
ヒント	

go to karaoke    カラオケに行く	

5 

2.   Where are you spending your next holiday? 
　　あなたは次の休みにはどこで過ごしますか？ 

   　　　  
Satoshi is meeting his girlfriend tomorrow.　　　  サトシは明日ガールフレンドに会います。	

villa / second home    別荘 	

  

visit    訪れる、訪問する   	

go for a drink    飲みに行く	

She is coming to the party tonight.　 

Are you having dinner with your children tonight? 
 – Yes. I am cooking a lot of food for them. 

あなたは今夜、子供たちと夕食をとるのですか？ 
-そうです。彼らにたくさんのご飯を作ってやりま
す。	

I am taking my mother to the hospital this afternoon.  

I am going to London on a business trip this month.　　　  

私は今日の午後母を病院に連れて行きます。	

work in a garden   庭の手入れをする	

Activity 2: Make the question for the answers below. 
練習2：　次の答えになるような質問をしてみましょう。	

1.   I am working in the garden tomorrow afternoon.            
私は明日の午後庭の手入れをします。	

2.   I  am visiting Kyoto this Sunday. 
私は日曜日に京都に行きます。 

6 

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


