
SITUATION  
Ted and Mike are talking about this coming winter. 

テッドとマイクはこの冬の事を話しています. 

Ted   : According to the weather news, it’s  
　　　   going to be colder this winter than  
          normal. 
 
Mike : Are you sure? I hate the cold. 
 
Ted   : Me, too. So, I’m planning to go to  
           Fiji for winter break to avoid the cold. 
 
Mike : What a wonderful idea! But I won’t  
           be able to afford to do it. 
 
Ted   : Oh, I’m looking forward to my winter     
           bonus. 

DIALOGUE   
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。 	

テッド： 
天気予報によると、今年の冬は例
年より寒くなるらしいよ。	
	
	
	
マイク： 
本当に？僕は寒いのは大嫌いなん
だ。	
	
テッド： 
僕もだよ。そこでだ、僕は寒さを避け
るために冬休みにフィジーに行こう
かと計画してるんだ。	
	
マイク： 
なんていい考えだ！でも、僕にはそ
んな余裕はないな。	
	
	
テッド： 
あ、僕は冬のボーナスを期待してる
んだよ。	

Lesson 21  
Talking About A Plan Under Consideration 

計画中の予定について話す 

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 

according to～　　　　～によると 
avoid                           　　 ～を避ける 
look forward to～      ～を期待する 

I’m planning to go to Fiji for winter break. 
冬休みにはフィジーに行こうかと計画しています。	

afford to～　（金銭的に）～する余裕がある 

bonus             ボーナス 

1 

2 

3 
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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  

Talking About A Plan Under Consideration 
計画中の予定について話す 

BE PLANNING TO + VERB 
I’m planning to go to Fiji for winter break. 

He’s planning to change his job. 

I was planning to marry a richer man. 

今日のポイント	

Level A2 General English 

I’m planning to go to Fiji for winter break. 
冬休みにはフィジーに行こうかと計画しています。	

SIMILAR EXPRESSIONS 
I’m going to visit Hokkaido next year. 

I’m thinking about studying abroad. 

I have a plan to travel around Europe. 

I’m planning to travel around Europe. 

ACTIVITY 
練習	

Activity 1: Make sentences using the language focus and the words below. 
練習1：   与えられた語句と、この課で学んだ表現を用いて文を作りましょう。	

5 

6 

1.  [ give / a  birthday party for Jane / Next Sunday ] 
2.  [ hitchhike / from Toronto to Vancouver / this summer ] 
3.  [ sell / my car / in the near future ] 
4.  [ a new tablet / buy / in the future ] 

私は冬休みにフィジーに行こうかと計画しています。 
 
彼は転職しようかと考えています。 
 
私はもっと金持ちと結婚する予定だったんだけど。 

私は来年北海道に行こうと思っている。 
 
私は留学しようかと思っています。 
 
私はヨーロッパ周遊の計画があります。 
 
私はヨーロッパ周遊の計画を立てています。 

Activity 2: Talk about some plans you are thinking of.  
練習2：　下記のフレーズや時間を使って、あなたが考えている計画について話しましょう。	

next week     tomorrow    next month     in the future      some day 

Talking About A Plan Under Consideration 
計画中の予定について話す Lesson 21  

Example : “I’m planning to go on holiday next month.” 

I’m planning to   /    I’m going to   /    I’m thinking about _______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。 	


