
- 31 - 
Unit 7 彼女は京都に行く予定です。 

（未来形） 

- 31 - 
Copyright (C) 2011 UNHOOP Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Unit 7 彼女は京都に行く予定です。 

≪この課のねらい・・未来形≫ 

ここでは「未来」を表す表現を学習します。 

will +動詞の原形でこれからのこと（未来）を表せます。 

または、be going to で未来を表すこともできます。 

 

e.g. I am 29 years old now. （私は今 29 歳です。）  

  → I will be 30 years old next Sunday.  

    （今度の日曜日に 30 歳になります。）      

 

e.g. I’m going to visit two different cities in Spain. 

  ＝I will visit two different cities in Spain. 

  （私はスペインで２つの町を訪問します。）  

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

 

１ - １・・Basic Expressions 
 
重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1. A: How long are you going to stay here ? 

  （ここにはどれくらい滞在する予定ですか？） 

 B: For about one week. （約 1 週間です。） 

 

2. A: Where are you going to stay?  

  （どこに滞在する予定ですか？） 

 B: I’m going to stay in Hotel Japan.  

  （ホテルジャパンです。） 

 

3. A: Are you going to study Japanese in the future? 

  （将来あなたは日本語を勉強する予定ですか？） 

 B: Yes, I am.  （はい、その予定です。） 

 

4. A: What will you do this summer? 

  （この夏は何をする予定ですか？） 

 B: We will visit my uncle in Hokkaido. 

  （北海道の叔父を訪問する予定です。） 
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１ - ２・・・Role Playing  

 
A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、何度も練習しましょう。 

 

A: May I see your passport? （パスポートを拝見していいですか？） 

B: Sure.（いいですよ。） 

A: Do you have a return ticket? （帰国のチケットはお持ちですか？） 

B: Yes. Here it is. （はい。ここにあります。） 

A: What’s the purpose of your visit? （旅行の目的は何ですか？） 

B: Sightseeing.（観光です。） 

A: How long are you going to stay here?  

 （ここにはどれくらい滞在する予定ですか？） 

B: I’m going to stay here for about one week. （約 1 週間滞在する予定です。） 

A: What’s your occupation? （お仕事は何ですか？） 

B: I’m retired. （私は退職した者です。） 

A: Where are you going to stay? （どこに滞在する予定ですか？） 

B: I’m going to stay in Hotel Japan. （ホテルジャパンです。） 

A: How much money do you have? （お金はいくらお持ちですか？） 

B: Two thousand dollars.（2000 ドルです。） 

A: OK. Enjoy your stay. （わかりました。楽しい滞在を。） 

B: Thank you.（ありがとう。） 

＊occupation 職業 
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２ - １・・・Activity 
 

[   ]内に日本語に合うように単語を入れて完成し、繰り返し何度も 

練習してみましょう。 

 

1. He [      ] going to see Kanae. 

 (彼はカナエに会う予定です。) 

 

2. They [      ] going to play tennis later. 

 (彼らは後ほどテニスをする予定です。) 

 

3. [      ] you going to stay there? 

 (あなたはそこに滞在する予定ですか？) 

 

4. We’re [      ] to climb Mt. Fuji next Thursday. 

 (私たちは今度の木曜日に富士山に登る予定です。) 

 

5. Are you [      ] to study Japanese in the future? 

 （将来あなたは日本語を勉強する予定ですか？） 

 Yes, I am. / No, I am not.  

 （はい、その予定です。/ いいえ、その予定はありません。） 

 

6. Sachiko [      ] going to swim.  

 （サチコは泳ぐつもりはありません。） 

 

7. She is going to [      ] to Kyoto. 

 （彼女は京都に行く予定です。） 

 

8. Tomoka will [      ] this book tomorrow. 

 （トモカは明日この本を読む予定です。） 

 

9. Tadashi [      ] go to Australia next month. 

 （タダシは来月オーストラリアに行く予定です。） 

 

10. Yukio [      ] come here by train. 

 （ユキオは電車でここには来ません） 
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２ - ２・・・Activity 

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、何度も練習しましょう。 

 

1. A: What is Midori going to do this afternoon? 

  （ミドリは今日の午後何をする予定ですか？） 

 B:  She is going to read her favorite novel. 

  （彼女は好きな小説を読むつもりです。） 

 

2. A: What is Takuya going to do next Saturday? 

  （タクヤは今度の土曜日何をする予定ですか？） 

 B: He is going to visit his grandparents in Fukuoka. 

  （彼は福岡の祖父母を訪問する予定です） 

 

3. A: What are Ken and Shingo going to do after work? 

  （ケンとシンゴは仕事の後何をする予定ですか？） 

 B: They are going to play tennis after work. 

   （彼らは仕事の後テニスをする予定です。） 

 

4． A: What will you do next Sunday? 

  （今度の日曜日は何をする予定ですか？） 

 B: I will work in my father’s shop. 

  （父の経営する店で働く予定です。） 

 

5． A: What will you do tomorrow? 

  (あなたたちは明日は何をする予定ですか？) 

 B: We will play soccer with my colleagues. 

  （私たちは同僚とサッカーをする予定です。） 
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２ - ３・・・Activity  

 
【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: May I see your passport? （パスポートを拝見していいですか？） 

B: 【いいですよ。】 

A: Do you have a return ticket? （帰国のチケットはお持ちですか？） 

B: 【はい。ここにあります。】 

A: What’s the purpose of your visit? （旅行の目的は何ですか？） 

B: 【観光です。】 

A: How long are you going to stay here?  

 （ここにはどれくらい滞在する予定ですか？） 

B: 【約 1 週間滞在する予定です。】 

A: What’s your occupation? （お仕事は何ですか？） 

B: I’m retired. （私は退職した者です） 

A: Where are you going to stay? （どこに滞在する予定ですか？） 

B: 【ホテルジャパンです。】 

A: How much money do you have? （お金はいくらお持ちですか？） 

B: Two thousand dollars.（2000 ドルです。） 

A: OK. Enjoy your stay. （わかりました。楽しい滞在を。） 

B: Thank you.（ありがとう。） 
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Memorize these sentences – ７ 

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1. A: How long are you going to stay here? 

 B: For about one week.  

 

2. A: Where are you going to stay?  

 B: I’m going to stay in Hotel Japan.   

 

3. A: Are you going to study Japanese in the future? 

 B: Yes, I am.   

 

4. A: What will you do this summer? 

 B: We will visit my uncle in Hokkaido. 

 

 




