
SITUATION

David is inviting Ken to go camping next week.

デビッドはケンを来週のキャンプに誘っています。

David: Do you have any plans for next week? If you 

don’t, do you want to go camping with my 

family?

Ken : Sorry, but I can’t. I have a plan to go to  

London next week.

David: London? What are you going there for?

Ken : Mainly for language training. I’m going to stay 

with a family in London and go to a language

school in the city.

David: Then you’ll be able to further improve your 

English skills.

DIALOGUE

デビッド：
来週何か予定はあるかい？もしないなら、
僕の家族と一緒にキャンプに行かないかい。

ケン：
悪いんだけど、無理なんだ。来週はロンドン
に行く予定があるんだ。

デビッド：
ロンドン？何をしに行くの？

ケン：
主に語学研修だよ。ロンドンの家庭にホー
ムステイして、市内の語学学校に通うんだ。

デビッド：
ますます英語能力が上達するね。

Lesson 20 

Showing You Have An intention Or Decision

意図や決定した予定があることを示す

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

what ～for? Why～？ improve 上達させる、改善する

skill 技術、能力 further さらに

I have a plan to go to London next week.

来週ロンドンへ行く予定があります。
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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 

Showing an Intention or Decision
意図や決心を示す

ASKING ABOUT A PLAN

Do you have any plans for next week?

What’s your plan for this weekend?

来週の予定は何かありますか。

今週末のご予定は？

今日のポイント

Lesson 20
Level A2 General English

I have a plan to go to London next week.

来週ロンドンに行く予定があります。

DESCRIBING A PLAN

I have a plan to go to London next week.

She has a plan to buy a new car.

I’m visiting my cousin tonight.

I’ve already got plans for tonight.

予定を述べる

来週ロンドンへ行く予定がある。

彼女には新しい車を買う予定がある。

今夜はいとこを尋ねます。

今夜はすでに予定があるんです。

ACTIVITY
練習

Activity: Talk about your plans and ask your tutor about his or her plans.
練習： あなたの計画を話し、また先生の計画も聞いてみましょう。
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予定を尋ねる

Showing You Have An intention Or Decision

意図や決定した予定があることを示す

tomorrow        after class        next week        on Saturday        tonight        after work

Example : I have a plan to meet my friend after class.

I’m visiting my grandfather next week.

I have a plan to    /     I’m _________ing
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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。


