
SITUATION  
Jane and Yoko are on their way to the theater.  
ジェーンとヨウコは映画館へ向かう途中です。	

Yoko : I’m excited to watch the movie today.       
           By the way, where are we meeting  
           David? 
 
Jane :  He will meet us at the theater. He is  
            shopping near the theater now.   
 
Yoko : Oh, I see. Let’s have dinner together  
           after the movie! 

DIALOGUE   

ヨウコ：	
今日は映画が観られると思うとワ	
クワクするわ。ところで、デビッドと	
はどこで会うことになっているの？	
	
	
	
ジェーン：	
彼は映画館で私たちに会うわ。	
彼は今映画館の近くで買い物して	
いるわ。	
	
	
ヨウコ：	
分かったわ。映画の後、いっしょに	
夕食を食べましょう！	

Lesson 16 
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY　 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A2 General English 

theater                             映画館、劇場 
excited                      　     ワクワク（ドキドキ）　している	

I see.                                分かりました。/　なるほど。                                     

He will meet us at the theater. 
彼は映画館で私たちに会います。　	
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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 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  

Future Tense 1 : “Will + Verb” 
未来形 1 ：will + 動詞	

今日のポイント	

Lesson 16  
Level A2 General English 

 He will meet us at the theater. 
彼は映画館で私たちに会います。	

  

ウィリアムズ氏のためにこのEメールを翻訳 
してくれませんか？	  　 

ACTIVITY 
練習	

Activity 1:  Make a sentence or question with “will” using the words below. 
練習1：　“will”を使いながら、下記の単語を用いて文または質問を作ってみましょう。	

Hints 
ヒント	

5 

   　　　  
She will appear on the television show tonight.　　　  彼女は今夜そのテレビ番組に出演します。	

     move                動く、引っ越す	

  
I will help you with your homework later.　 

I’m so tired today. 
– I will get you a cup of coffee. 

今日はとても疲れたわ。 

-あなたにコーヒーを入れてあげましょう。	

Don’t worry. I will be careful.  

Will you translate this e-mail for Mr. Williams?　　  

心配しないで。気をつけるから。	

    suburb              郊外 
　　　　　※the suburbs と使われることが多い	

Activity 2: Talk about the future using “will” with your tutor. 
練習2：　“will”を使って、未来のことについて先生と話してみましょう。	

1.   Aiko / sing for us tomorrow  　 
2.    he / move to the suburbs     

後で君の宿題を手伝ってあげるよ。	

Will he come to the meeting tonight? 
– No, he won’t. 

彼は今夜のミーティングに来ますか？ 

-いいえ、来ません。	

3.    we / order a pizza for dinner	

•  after this lesson 	

•  later today    	

•  tomorrow	

•  next weekend	

•  at school or work	

4.    I / be late for the meeting	
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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。 	


