Name

Level A / Unit 7 (be going to) / No. 3
いま

あらわ

まな

今からするつもりのことを表す be going to ～ を学びましょう。

しゅくだい

ばん

まえ

01) わたしは～するつもりです／宿題をする／晩ごはん前に

I'm going to do my homework before dinner.
わたしは晩ごはん前に宿題をするつもりです。
しゅくだい

ばん

まえ

02) わたしは～するつもりではありません／宿題をする／晩ごはん前に

I'm not going to do my homework before dinner.
わたしは晩ごはん前に宿題をするつもりではありません。
しゅくだい

ばん

まえ

03) あなたは～するつもりですか／宿題をする／晩ごはん前に － はい／いいえ

Are you going to do your homework before dinner? - Yes, I am. / No, I'm not.
あなたは晩ごはん前に宿題をするつもりですか。 － はい。／いいえ。
しゅくだい

04) いつ／あなたは～するつもりですか／宿題をする

When are you going to do your homework?
あなたはいつ宿題をするつもりですか。
み

05) わたしは～するつもりです／スターウォーズを見る

I'm going to see Star Wars.
わたしはスターウォーズを見るつもりです。
み

06) わたしは～するつもりではありません／スターウォーズを見る

I'm not going to see Star Wars.
わたしはスターウォーズを見るつもりではありません。
み

07) あなたは～するつもりですか／スターウォーズを見る － はい／いいえ

Are you going to see Star Wars? - Yes, I am. / No, I'm not.
あなたはスターウォーズを見るつもりですか。 － はい。／いいえ。
えいが

み

08) どんな映画を／あなたは～するつもりですか／見る

What movie are you going to see?
あなたはどんな映画を見るつもりですか。
か

もの

い

しぶや

09) わたしは～するつもりです／買い物をしに行く／渋谷に

I'm going to go shopping in Shibuya.
わたしは渋谷に買い物に行くつもりです。

10) わたしは～するつもりではありません／買い物をしに行く／渋谷に

I'm not going to go shopping in Shibuya.
わたしは渋谷に買い物に行くつもりではありません。
か

もの

い

しぶや

11) あなたは～するつもりですか／買い物をしに行く／渋谷に － はい／いいえ

Are you going to go shopping in Shibuya? - Yes, I am. / No, I'm not.
あなたは渋谷に買い物に行くつもりですか。 － はい。／いいえ。
か

もの

い

12) どこに／あなたは～するつもりですか／買い物をしに行く

Where are you going to go shopping?
あなたはどこに買い物に行くつもりですか。
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02) わたしは～するつもりではありません／宿題をする／晩ごはん前に

わたしは晩ごはん前に宿題をするつもりではありません。
しゅくだい

ばん

まえ
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