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 【将来の夢】 

吉田 知那美 What do you want to be, Satsuki? 
藤澤 五月 I want to be a cook. 
吉田 知那美 Cook?  

Why? 
藤澤 五月 I can make ramen well. 

I want to have my ramen shop in my town. 
吉田 知那美 That’s sounds nice! 

How about you, Yumi? 
What do you want to be? 

鈴木 夕湖 Well, you know I like animals. 
I want to be a zookeeper in the future. 

藤澤 五月 Wow! That sounds interesting. 
How about you, Yurika? 
What do you want to be? 

吉田 夕梨花 I want to make many friends all over the world. 
So I study English. 
I want to go to England in the future. 
How about you, Chinami? 

吉田 知那美 I want to be a YouTuber. 

吉田 夕梨花 Oh, really? Why? 

吉田 知那美 I like HIKAKIN. 
I want to be a YouTuber like him. 

吉田 夕梨花 Sounds good! 

鈴木 夕湖 Good luck, Chinami! 

吉田 知那美 Good luck to you, too! 
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 【オリンピック・パラリンピック】 

吉田 夕梨花 We have the Tokyo Olympic and Paralympic Games in 2021. 
鈴木 夕湖 Yes, Yurika. It’s exciting. 
吉田 夕梨花 Where were the Olympic and Paralympic Winter Games in 2018? 

Do you know? 
鈴木 夕湖 Yes, of course! 

Pyeong Chang! 
We got a bronze medal for the curling! 

吉田 知那美 Yeah!  
全員 It’s our best memory! 
吉田 夕梨花 By the way, what sport do you want to watch, Satsuki? 
藤澤 五月 I want to watch tennis. 

I like NISHIKORI Kei. 
吉田 夕梨花 Me, too.  

How about you, Chinami? 
What sport do you want to watch? 

吉田 知那美 Let’s see, I want to watch Wheelchair marathon. 
藤澤 五月 Oh, really. 

You want to watch Wheelchair marathon, Why? 
吉田 知那美 Because it’s so exciting. 
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【スリーヒントクイズ】 

鈴木 夕湖 知那美さんが、スポーツについて３つヒントを出しますので、 

みなさんも一緒に考えてみましょう。 

Let’s enjoy Three-Hint Quiz! 
吉田 知那美 OK. 

I’ll give you three hints about my favorite sport. 
Hint1. We play it on the ice. 

鈴木 夕湖 みなさん、分かりますか？ 

答えを紙に書いて下さい。 

それでは、回答を一斉にどうぞ 

藤澤 五月 It’s figure skating. 
吉田 夕梨花 It’s speed skating. 
吉田 知那美 No.  

OK. 
Hint2. It’s very exciting. 

鈴木 夕湖 みなさん、分かりますか？ 

答えを紙に書いて下さい。 

それでは、回答を一斉にどうぞ 

藤澤 五月 It’s luge. 
吉田 夕梨花 It’s bobsleigh. 
吉田 知那美 No. 

OK. 
It’s a last hint. 
Hint No3.  
We use stones. 

藤澤 五月 It’s curling. 
吉田 夕梨花 It’s curling. 
吉田 知那美 That’s right! 

It’s curling. 
 


