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 【行ってみたい国や地域】 

セル・ジョセ Hello. 
May I ask you some questions? 

ベンジャミン・ウォータース Of course. 

セル・ジョセ Where do you want to go? 

ベンジャミン・ウォータース I want to go to Thailand. 
I want to eat *Packthai noodle. 
It’s delicious. 

セル・ジョセ Thailand?  

ベンジャミン・ウォータース Yes. 

セル・ジョセ Why do you want to go to Thailand? 

ベンジャミン・ウォータース I want to go to *Koh Samui. 
I want to see the beautiful beaches there. 

セル・ジョセ Sounds great!  
Anything else? 

ベンジャミン・ウォータース Yes, I want to go to *Chang Mai in the north of Thailand.  
I hear it’s very fun. 

セル・ジョセ Thank you very much. 

ベンジャミン・ウォータース You’re welcome. 

 

*Packthai noodle：パッタイ（タイ風焼きそば） 

*Koh Samui：サムイ島 

*Chang Mai：チェンマイ（タイ北部の都市） 
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 【オリンピック・パラリンピック】 

セル・ジョセ We have the Tokyo Olympic and Paralympic in 2021. 
ベンジャミン・ウォータース Yes. 
セル・ジョセ Where were the Olympic and Paralympic in 2016? 
ベンジャミン・ウォータース 2016… 

Ah, of course! 
Rio de Janeiro, Brazil! 

セル・ジョセ That’s right. 
By the way, what sport do you want to watch? 

ベンジャミン・ウォータース I want to watch surfing. 
It’s a new event. 
I’d like to watch *Stephanie Gilmore, a pro surfer at the Olympics. 
How about you? 

セル・ジョセ Let’s see, I want to watch basketball. 
ベンジャミン・ウォータース Ah, Why? 
セル・ジョセ It’s interesting, exciting and cool sport. 

I like *Stephen Curry, one of my favorite NBA Basketball player, 
because he’s a very *family man. 
He’s the one of the key players for *the golden State Warriors. 
He is a good player. 

ベンジャミン・ウォータース OK. 
 

*Stephanie Gilmore：ステファニー・ギルモア（オーストラリアのプロサーファー） 

*Stephen Curry：ステフィン・カリー（ＮＢＡプレーヤー） 

*family man：家庭的な人 

*the golden State Warriors：ゴールデンステート・ウォリアーズ（ＮＢＡのチーム） 
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【スリーヒントクイズ】 

ベンジャミン・ウォータース OK. 

Let’s enjoy Three-Hint Quiz! 
吉田 甲太 これから、ベン（ベンジャミン）が好きなスポーツについて、３つ

ヒントを出します。みんな、何のスポーツか考えてみましょう。 

ベンジャミン・ウォータース I’ll give you three hints about my favorite sport. 
Can you guess? 
Hint No.1. 
The Players are very tall. 

吉田 甲太 分かった人は、手を挙げてください。 

小笹 知世 Volleyball. 
ベンジャミン・ウォータース No. 
馬渕  勝 Handball. 
ベンジャミン・ウォータース No. 
セル・ジョセ Soccer. 
ベンジャミン・ウォータース Oh, No. 

Hint No.2 
There’re five players on the team.  

吉田 甲太 分かった人は、手を挙げてください。 

馬渕  勝 Tag rugby. 
ベンジャミン・ウォータース No. 
小笹 知世 Dodgeball. 
ベンジャミン・ウォータース No. 
セル・ジョセ No idea. 
ベンジャミン・ウォータース No idea? 

OK, last hint. 
Hint No.3 
You can score two points or three points by putting a ball though the 
net. 

全員 Basketball. 
ベンジャミン・ウォータース That’s right! 

Basketball. 
 


