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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

SCENE 1  SELF INTRODUCTION【自己紹介】 
 

☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 

 My name is ～.  Nice to meet you.  I'm from ～. Please call me ～.  

Are you from ～?  Do you want to come? Of course.  I'd like to see ～．  

Have you ever been there?  We have to use～． to get there 

 

☆対話例【The Example of Conversation】S: Student A: ALT 

S: 

 

A: 

 

 

 

S: 

A: 

 

S: 

 

 

A: 

 

Hello.  My name is Miyako.   

Nice to meet you. 

Nice to meet you, too, Miyako.   

(Shaking hands)  My name is Christina. 

I'm from the USA.  Please call me  

Chris. 

Are you from New York? 

Yes, I am.  Do you want to come? 

 

Of course.  I'd like to see Jiyu no  

Megami (the Statue of Liberty).   

Have you ever been there? 

Yes.  We have to use a boat to get  

there. 

S:

 

A:

 

 

 

S:

A:

 

S:

 

 

A:

 

こんにちは。私の名前は都（ミヤコ）です。

よろしくお願いします。 

都さん、こちらこそよろしくお願いします。

（握手をする）わたしの名前は、クリスティ

ーナです。アメリカ合衆国出身です。クリス

と呼んでください。 

あなたはニューヨーク出身ですか。 

はい、そうです。あなたは行ってみたいです

か。 

もちろんです。自由の女神を見たいです。あ

なたは、そこをいた（行った）ことがありま

すか。 

はい。私たちはそこに着くためにボートを使

わなければなりません。 
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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

SCENE 2  FAVORITE SPORTS【好きなスポーツ】 
 

☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 

 What ～ do you like? My favorite ～ is ….   Which ～ do you like better?  

I like ～ better.  I've played ～for …. Could you tell me how to play～?  

 

☆対話例【The Example of Conversation】S: Student A: ALT 

A: 

S: 

 

A: 

 

S: 

A: 

 

S: 

What sport do you like? 

I like baseball.  What sport do you  

like? 

My favorite sport is Kabaddi.  I like  

swimming too. 

Which sport do you like better? 

Hmmm.  I like Kabaddi better.  I've  

played it for twenty years.  

Could you tell me how to play it? 

A:

S:

 

A:

 

S:

A:

 

S:

あなたはどんなスポーツが好きですか。 

私は野球が好きです。あなたは、どんなスポ

ーツが好きですか。 

私の大好きなスポーツはカバディーです。私

は水泳も好きです。 

あなたはどちらのスポーツが好きですか。 

ウーン。私はカバディーの方が好きです。私

は２０年間それをやっています。 

そのやり方を私に教えていただけませんか。

 

注 Kabaddi（カバディ）とは、南アジアで主に行われるチームスポーツである。インドの国技であ

りインドから発祥した。最も大きな特徴として、競技中に、攻撃者は「カバディ、カバディ、カ

バディ……」と連呼し続けなければならないというルールがある。 
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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

SCENE 3 AFTER SCHOOL Part 1 【放課後:生徒同士で】 

 
☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 

 Let’s go home.       I didn’t know that. 

 

☆対話例【The Example of Conversation】A: Student B: Student 
 A:  Hi, Jack. Let's go home. 

 B:  OK. Did you have an English lesson 

     today? 

 A:  Yes. Today we learned about Stevie 

     Wonder. We listened to the song  

" We Are the World. " 

 B:  Oh, I have listened to the song  

before. 

 A:  It's a song that was written for     

hungry people in Africa. 

 B:  Really? I didn't know that. 

 A: やあ、ジャック。一緒に帰ろう。 

 B: いいよ。今日、英語の授業あった？ 

  

A: うん。今日、僕たちはスティービー・ワンダ

ーについて勉強したよ。We Are the World 

を聞いたんだ。 

B: ああ、僕もその歌、以前聞いたことあるよ。

  

A: あの歌はアフリカの飢えた人のために 

     書かれた歌なんだよ。 

 B: 本当？知らなかった。 
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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

SCENE 4 AFTER SCHOOL PART 2 【放課後: ALTと 】 

 

☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 

 I like ～the best.      favorite       It was a lot of fun.        

 

☆対話例【The Example of Conversation】A: ALT S: Student 
 A:  Where did you go for your school  

trip? 

 S:  We went to Tokyo. 

 A:  What was your favorite place? 

 S.:  I liked Disneyland the best. It was a 

 lot of fun. But it was very crowded. 

 

A:  I've been to Sendai once. I really 

     enjoyed it. I bought a lucky charm  

there.  (show it to St.) 

 S:  Oh, it's cute. 

 A: 修学旅行でどこに行きましたか。 

  

S:  東京に行きました。 

 A: どこが一番気に入りましたか。 

 S:  ディズニーランドが一番気に入りました。

とても楽しかったです。でも、とても混ん

でいました。 

 A: 私は仙台に行ったことがあります。 

     とても楽しかったです。そこでお守りを買

いました。（生徒に見せる。） 

 S: かわいいですね。 
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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

SCENE 5 CLUB ACTIVITY 【部活動】 

 

☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 

 That's right.       by the way      join the ～club    How about you?     I see. 

 

☆対話例【The Example of Conversation】A: Student B: Student 
 A:  Today, we had our last game. 

 B:  Yes. Our junior high basketball  

days have ended. 

 A:  That's right. By the way, when you 

     enter a high school, which club do  

     you want to join? 

 B:  I want to continue playing  

basketball. How about you? 

 A:  I want to join the kyudo club.  

 B:  Really, why? 

 A:  Because I want to try a new sport 

     and I'm interested in kyudo. 

 B:  I see. 

 A: 今日、最後の試合だったね。 

 B: うん。私たちの中学校のバスケットの日々は

終わってしまったね。 

 A: 本当だね。ところで、高校に入学したら何部

に入りたい？ 

 

 B: 私はバスケットを続けたい。 

あなたは？ 

A: 私は弓道部に入りたい。 

 B: 本当？なんで？ 

 A: なぜかというと、新しいスポーツを始めたい

し、弓道に興味があるからだよ。 

 B: なるほどね。 
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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

SCENE 6 SCHOOL FESTIVAL【文化祭】 

 
☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 

be glad to    welcome to    thank you for    recommend    I’d like you to 

it’s near here. 

 

☆対話例【The Example of Conversation】A: Student B: ALT 

A: Welcome to our school festival. We 

   are glad you could come. 

B: Thank you for inviting me. I was  

surprised to see so many people here.

  What event do you recommend? 

A: I’d like you to see our play in the  

gym. It’ll start in an hour. 

B: Of course, I’m in.  We have an hour, 

  what should I do? 

A: Are you hungry?  There are lots of  

food  stands.  What would you like? 

B: I really like takoyaki.  Are there any  

takoyaki shops here? 

A: Sure.  There’s one near here, let’s  

go! 

A: わぁー、来てくれてありがとう。私たちの文化祭

へようこそ。 

B: 招待してくれてありがとう。私はたくさんの人を

みて驚きました。 

おすすめのイベンドは何ですか。 

A: 体育館で私たちの劇を見てもらいたいんだけど。

一時間後に始まります。 

B:もちろん加わるよ。一時間あるけど、なにしたら

いいかな。 

A: お腹すいてますか。たくさんの食べ物屋さんがあ

ります。何が好きですか。 

B: 私はたこ焼きが大好きです。ここにたこ焼き屋さ

んがありますか。 

A: もちろん。近くに一つある、行きましょう。 
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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

SCENE 7  SCHOOL TRIP【修学旅行】 

 

☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 

Could you tell me the way to -?    I’m looking for -.        new to  

We’re almost there.    Have a nice trip! 

 

☆対話例【The Example of Conversation】A: 旅行する外国人 B:修学旅行中の中学生  
A: Excuse me, could you tell me the way  

to the Sensoji-temple? 

B: Sorry, this area is new to me.  I’m  

looking for it, too. 

A: Really, are you a tourist here too?   

Where are you from? 

B: I’m from Hirosaki in Aomori. I came on a

 school trip here. 

A: Oh, I see.  Let’s find it together!  

There’s a map here.  Why are you  

going there? 

B: To see a big Japanese Lantern. 

A: Oh, that red one? I want to take a  

picture of it! 

B: You can also ride a rickshaw. 

A: Really?  Maybe I’ll try it.  

B: Oh, look at that! We’re almost there. 

A: Have a nice trip. 

B: You, too. Bye-bye! 

A: すみませんが、浅草寺への道を教えてくれま

せんか。 

B: すみません、この辺りはよく分かりません。

私も浅草寺を探しています。 

A: 本当？あなたも旅行者ですか。どこから来た

んですか。 

B: 青森の弘前からです。修学旅行でここに来ま

した。 

A: 分かりました。一緒に探しましょう。ここに

地図があります。なぜそこへ行くの。 

 

B: 大きな提灯を見るためです。 

A: ああ、あの赤いの。その写真を撮りたい。 

 

B: 人力車にも乗れますよ。 

A: 本当。乗ってみます。 

B: おー、あれを見て! もう着いたよ。 

A: いい旅行を。 

B: あなたも。バイバイ。 
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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

SCENE 8 ASKING THE WAY【道案内（１年生）】 

 

☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 

Which bus / train goes to …..?       Take….  How long does it take?  -  For ... 

Where is …?   Turn right / left.   You’ll see it on your … 

 

☆対話例【The Example of Conversation】A: ALT B: Student 
A：Excuse me.  

Which bus goes to City Hall? 

B：City Hall? Take bus No 3.  

It’s over there. 

A：How long does it take? 

B：Oh…about fifteen minutes. 

A：Thank you. 

B：You’re welcome. 

A：すみません。 

市民会館前行きのバスはどれですか。 

B：市民会館ですか。３番のバスに乗ってくだ

さい。バス停は向こうにあります。 

A：時間はどれくらいかかりますか。 

B：う～ん。およそ１５分でしょう。 

A：ありがとうございます。 

B：どういたしまして。 

 

 

A：Excuse me. Where is a CD shop? 

B：Go down this street and turn left at the  

    second traffic light. You’ll see it on  

your left. 

A：Thank you. 

B：You’re welcome. 

A：すみません。ＣＤショップはどこですか。

B：この通りをまっすぐ行って、２つめの信号

のところを左に曲がってください。左手に

あります。 

A：ありがとうございます。 

B：どういたしまして。 
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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

SCENE 9 ASKING THE WAY【道案内（２・３年生）】 

 

☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 

Where is …?   Turn right / left.   You’ll see it on your right / left.  I want… 

How much is it?   What color / size …?  Do you have another / bigger / cheaper one? 

May I try this / these on?   I’ll take it / this. 

 

☆対話例【The Example of Conversation】A: ALT B: Student 
A：Excuse me. I would like to UNIQLO. 

    Where is the nearest one ? 

B：Go straight on this street and turn  

right at the second traffic light.  

You’ll see it on your left. 

A：Thank you. 

B：You’re welcome. 

 

(At UNIQLO) 

A：Excuse me. 

B：Yes. 

A：I want a coat. 

B：What color do you want? 

A：Blue one. 

B：OK. How about this one? 

A：Looks good. How much is it? 

B：It’s 230 dollars. 

A：Will you show me a cheaper one,  

please? 

B：Sure. How about this one? 

A：May I try this on? 

B：Yes. The fitting room is over there. 

A：How much is this? 

B：It’s 160 dollars. 

A：OK. I’ll take it. 

B：Thank you. 

A：すみません。ユニクロに行きたいのですが、一

番近いのはどこですか。 

B：この通りを直進し、２つめの信号を右折してく

ださい。 

左手に見えます。 

A：ありがとうございます。 

B：どういたしまして。 

 

（ユニクロにて） 

A：すみません。 

B：はい。 

A：コートがほしいのですが。 

B：何色がほしいですか。 

A：青です。 

B：わかりました。これはいかがでしょうか。 

A：いいですね。おいくらですか。 

B：２３０ドルです。 

A：もっと安いのを見せていただけますか。 

 

B：わかりました。これはいかがでしょうか。 

A：試着してもいいですか。 

B：はい。試着室は向こうにあります。 

A：おいくらですか。 

B：１６０ドルです。 

A：いいですね。これをください。 

B：ありがとうございます。 
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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

SCENE 10 ON THE PHONE【電話で】 

 

☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 

May I speak to~?     Of course.     talk about ~     the 9:00 bus  more than~     

look forward to ~ing .    be famous for~     take a picture 

 

☆対話例【The Example of Conversation】Jane:ジェーン Karina:カリーナ 

Jane:    Hello. May I speak to Karina? 

 

Karina:   Speaking. 

Jane:     Hi, Karina. 

Karina:   Hi, Jane. 

Jane:     I want to talk about the trip to 

Mt. Hakkoda next week. Do you 

have time? 

Karina:   Of course. We will take the 

9:00 bus. It will take more than 

2 hours. 

Jane:     It’s a long drive. What shall we 

have for lunch?  

Karina:   I will make some sandwiches.  

Let’s have them for lunch. 

Jane:     Thank you. I will bring  

something to drink.  

      I’m looking forward to seeing  

beautiful sceneries there. 

Karina:   Yes. Mt. Hakkoda is very famous 

for its beauty of nature. Let’s  

take a picture. 

Jane:     It will be a nice trip. Let’s see  

next week at the bus stop. Bye. 

Karina:   Bye. 

Jane:   こんにちは。カリーナはいらっしゃい

ますか。 

Karina: 私です。 

Jane:  やあ、カリーナ。 

Karina: こんにちは、ジェーン。 

Jane:  来週の八甲田への旅行の話をしたいの

ですが。時間はありますか。 

 

Karina: もちろんです。９時のバスに乗りま

しょう。２時間以上かかりますよ。

 

Jane:  長いですね。昼食には何を食べましょ

うか。 

Karina:   私がサンドイッチを作ります。それを

ランチにしましょう。 

Jane:  ありがとう。私は飲み物を持って行き

ます。 

         きれいな景色を見られるのが楽しみで

す。 

Karina:   はい。八甲田山は自然美で有名です。

         写真を撮りましょう。 

 

Jane:    よい旅行になりそうですね。来週バス

停で会いましょう。じゃあね。 

Karina:  ばいばい。 
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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

SCENE 11 DINNER【夕食】 

 

☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 

 one of ～   Will you ～?   Can you ～?   Would you ～? dinner   favorite   dish   

help   clean up 

 

☆対話例【The Example of Conversation】A: Boy B: Mother 
 A : What is for dinner, mom? 

 B : We'll have curry and rice. 

 A : Wow! That's one of my favorite dishes. 

     Is there anything I can do? 

 B : Yes. Will you wash these vegetables,  

please? 

 A : Sure. 

～after dinner ～ 

 B : Can you help me? 

 A : Of course. What should I do? 

 B : Would you clean up the table? 

 A : OK. 

A: お母さん、夕食は何？ 

B: カレーライスよ。 

A: わあ！大好きな料理の１つなの。 

  何かできることはある？ 

B: ええ。これらの野菜を洗ってくれる？ 

 

A: わかったわ。 

              ～夕食後～ 

B: お手伝いしてくれる？ 

A: もちろんよ。何をすればいい？ 

B: テーブルをきれいにしてくれる？ 

A: わかったわ。 
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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

SCENE 12 BEFORE GOING TO BED【就寝前】 

 

☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 

What are you ～ing?   It's time to ～   go to bed   I like ～ the best   known to ～   

how long ～  since ～   by the way   don’t have to ～   not yet    

 

☆対話例【The Example of Conversation】A: Mother B: Boy 
 A : What are you doing? It’s time to go to 

bed. 

 B : I’m watching TV. 

 A : What TV program are you watching? 

 B : “TV Tackle.” I like this program the  

best. 

 A : I see. Oh, is that Darvish Yu? 

 B : Who is he? I’ve never seen him. 

 A : Really? He is a professional baseball  

player who plays in the Major Leagues. 

 B : What is his position? 

 A : He is a great pitcher known to many  

people. 

 B : Oh, really? How long has he played in  

the Major Leagues? 

 A : Since 2012. By the way, have you  

finished your homework yet? 

 B : Not yet.  

     But I don’t have to go to school  

tomorrow. It’s Saturday tomorrow. 

A: 何をしているの？寝る時間よ。 

 

B: テレビを見ているの。 

A: 何の番組を見ているの？ 

B: テレビタックルよ。この番組が一番好き。 

 

A: そう。あら、ダルビッシュ有じゃない？ 

B: だれ？見たことがないわ。 

A: 本当? メジャーリーグでプレイしているプ

ロ野球選手よ。 

B: ポジションは何？ 

A: たくさんの人に知られているすごいピッチャ

ーよ。 

 

B: へえ、本当？どのくらいメジャーリーグでプ

レイしているの？ 

A: ２０１２年からよ。 

  ところで、宿題はもう終わったの？ 

B: まだよ。 

明日は学校に行かなくてもいいんだもん。明

日は土曜日よ。 
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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

SCENE 13 NEBUTA FESTIVAL【ねぶた祭りPART１】 

 

☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 

join     Of course.     Will you ~ ?     Can I ~ ?     Sure.     See you at ~ . 

 

☆対話例【The Example of Conversation】S: Student A: ALT 

S:  Hi, Kim. 

A:  Hi, Mari.  How are you? 

S:  I’m happy because I joined the  

Aomori Nebuta Festival yesterday. 

A:  Really?  I’ve wanted to join. Are you  

going to join today, too? 

S:  Yes, of course.  Will you join us? 

A:  Sure, thank you. Can my friends come 

too? 

S:  Sure.  See you at Aomori Station at  

4 p.m. 

S: こんにちは、キム。 

A: こんにちは、マリ。調子はどう。 

S: 昨日ねぶた祭りに参加したから元気ですよ。

 

A: 本当に？わたしもずっと参加したいと思っ

ていたの。今日も参加するの？ 

S: ええ、もちろん。一緒に参加しますか？ 

A: まぁ、ありがとう。友達を連れていってもい

い？ 

S: もちろんですとも。青森駅で午後４時に会い

ましょう。 
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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

SCENE 14 NEBUTA FESTIVAL【ねぶた祭りPART2】 

 

☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 

Excuse me.   May I ask a question?    I heard from ~ that …    be held   be called 

That’s interesting.     the difference between ~ and …    I’m sorry, but I don’t know. 

Let’s go to ~. 

 

☆対話例【The Example of Conversation】S: Student A: ALT 

A:  Excuse me.  May I ask you a  

question? 

S:  Yes.  What is it? 

A:  I joined the Aomori Nebuta Festival   

yesterday.  Then, I heard from my     

friends that we have other Nebuta    

Festivals in Aomori.  Is that true? 

S:  Yes.  They are held in Hirosaki City   

and Goshogawara City every year.  In 

Hirosaki, it is called “Neputa, ” not  

“Nebuta.”  In Goshogawara, it is  

called “Tachi-Neputa.” It is a standing 

Nebuta! 

A:  Is the Nebuta standing!?  That’s  

interesting.  Well, what is the  

difference between “Nebuta” and  

“Neputa”? 

S:   I’m sorry, but I don’t know.  Let’s  go

 and ask Mr. Sato about it.   

A: ちょっといいかしら。質問してもいい？ 

 

S: はい。どうしましたか？ 

A: 昨日ねぶた祭りに参加したの。そのとき、友

達から青森には他にもねぶた祭りがあるっ

て聞いたの。それって本当？ 

 

S: そうですね。毎年、弘前と五所川原で開かれ

ています。弘前では「ねぶた」ではなくて「

ねぷた」と呼ばれているし、五所川原では「

立佞武多」と呼ばれています。立っているね

ぶたなんですよ！ 

 

A: ねぶたが立っている！？それは面白いわ。と

ころで、「ねぶた」と「ねぷた」の違いって

何なの？ 

 

S: すみません、それはちょっと…。佐藤先生の

ところに行って聞いてみましょう。 
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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

Scene 15 NEBUTA FESTIVAL【ねぶた祭り PART 3】 

 

☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 

What are you doing?      be on the Internet     search for~?  Have you ever seen it? 

There are ~ .     Sounds nice.     I want to ~ . 

 

☆対話例【The Example of Conversation】S: Student A: ALT 

S:  What are you doing? 

A:  I’m on the Internet. 

S:  What are you searching for? 

A:  Japanese summer festivals. 

S:  Do you know about Aomori summer  

festivals? 

A:  Yes, of course.  I’ve lived here for  

two years, so I know the Aomori  

Nebuta Festival. 

S:  Do you know any others? 

A:  Um…no.  I don’t know any others. 

S:  In Hachinohe, they have Sansha-taisai. 

A:  What is that?  Sansha-taisai?  Have  

you ever seen it? 

S:  Yes, I have. There are many beautiful 

    floats, “dashi”, decorated with dolls  

and flowers.  Some boys and girls  

play the drums on the floats. 

A:  Sounds nice!  I want to go to  

Hachinohe to see it! 

S: 何をしているのですか？ 

A: インターネットを使っているの。 

S: 何を調べているのですか？ 

A: 日本の夏祭りよ。 

S: 青森の夏祭りについては知っているのです

か？ 

A: ええ、もちろん。私は２年間ここに住んでい

るから青森ねぶた祭りを知っているわ。 

 

S: 他も知っていますか？ 

A: えぇっと、いや。他は知らないわ。 

S: 八戸では三社大祭がありますよ。 

A: それって何？三社大祭？見たことあるの？ 

 

S: はい。人形や花で飾られたきれいな山車がた

くさん出ます。山車の上には太鼓をたたく子

どもたちもいますよ。 

 

A: それは楽しそうね。それを見に八戸に行きた

いわ！ 
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【青森県版中学校英単語集 対話例文】 

SCENE 16 SANSHA TAISAI FESTIVAL【三社大祭】 

 

☆よく使われる単語や表現【Useful Words & Expressions】 
 

 

 

 

 

 

☆対話例【The Example of Conversation】A: ALT  B: Student 
A: Thank you for inviting me to the  

Hachinohe Sansha-taisai festival today. 

B: My pleasure. I hope you will enjoy it. 

 

A: May I ask you some questions about  

the festival? 

B : Sure.  

A : Thank you. What is “Sansha-taisai”? 

B : “Sansha” means “three shrines.”  

“Taisai” means “festival.”  

It’s the biggest float festival in Japan. 

A : I see. When did the festival start? 

B : It started in 1721. 

A : In 1721? It has a long history! 

    How many days does the festival last? 

B : It lasts for five days.  

Today is the first day of the festival. 

A : I see. Who joins the festival? 

B : Everyone can join. 

Shall we join tomorrow? 

A : Sounds nice! What will you do  

tomorrow? 

B : We will pull a float through the  

streets. 

    Many people will come to watch it. 

A : Wow! I can’t wait for tomorrow! 

B : You will have a good time.  

A : 今日は、八戸三社大祭に招待してくれて 

ありがとう。 

B : どういたしまして。楽しんでいただけると 

うれしいです。 

A : 祭りについていくつか質問してもいい？ 

 

B : もちろんです。 

A : ありがとう。「三社大祭」はどういう意味？

B : 「三社」は「３つの神社」を意味していま 

  す。「大祭」は「お祭り」のことです。 

  日本で一番大きな山車祭りなんですよ。 

A : なるほど。その祭りはいつ始まったの？ 

B : 1721年に始まりました。 

A : 1721年？ 長い歴史があるんだね。 

  何日間続くの？ 

B : ５日間です。 

  今日は祭りの１日目なんです。 

A : なるほどね。誰が祭りに参加しているの？ 

B : 誰でも参加できるんですよ。 

  明日一緒に参加しませんか？ 

A : いいね！ 明日は何をするの？ 

 

B : 通りを山車を引いて歩くんですよ。 

 

  たくさんの人が、見に来ますよ。 

A : すごい！ 明日が楽しみだな。 

B : きっと楽しめると思いますよ。 

 

Thank you for ~.   My pleasure.   I hope ~.   May I ~?   Sure.   What is ~?   
 ~ means….  When did ~ start?   It started ~.   How many days does ~ last?    
It lasts ~.  Today is the first day of ~.   Who joins ~?   Shall we ~?   Sounds nice! 
festival   enjoy   history   join   pull a float   
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