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クリスマスショッピング 

 

Carrie; Hi, Yuko! How are you? こんにちは、裕子。元気？ 

Yuko; I’m fine, thank you.  

How are you, Carrie? 

元気よ。 ありがとう。 

キャリー、あなたは？ 

Carrie; I’m well, thank you.  元気よ。 ありがとう。 

Yuko; Have you started your Christmas 

shopping?  

クリスマスの買い物は始めた？ 

Carrie; I haven’t yet.  

But I have a list of what I want. 

まだよ。  

欲しい物リストは作ったわ。 

Yuko; What is on your list this year? 今年は何が欲しいの？ 

Carrie; I would like jewelry, tea, and some 

movies.   

Do you have a list? 

アクセサリーと、お茶と、映画

かしら。  

あなたは欲しい物リスト作っ

た？ 

Yuko; Yes.  I have a list, but, so far I only 

have one thing.  

ええ、でも、いまのところまだ

ひとつよ。 

Carrie; What would you like? 何が欲しいの？ 

Yuko; I would like a movie, too. Anne of 

Green Gables. 

わたしも映画で、赤毛のアンが

欲しいわ。 

Carrie; That’s nice!  それはすてきね。 

Yuko; How do you plan to spend your 

Christmas this year?  

キャリー、今年はクリスマスを

どのように過ごすの？ 

Carrie; My family lives in Santa Clara, so I 

will be there during the day.  

My boyfriend’s family lives in 

Lafayette, so I will go there in the 

evening.  

How about you? 

両親がサンタクララに住んでい

るから昼間はそこで過ごすわ。 

夜は恋人の家族がラファイエッ

トだからそこに行くわ。 

 

裕子はどう過ごすの？ 
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Yuko; I’m going to stay home and relax 

with my family.  

Is this going to be your first time 

spending Christmas with his family? 

家で家族とリラックスするわ。 

 

彼の家族とクリスマスを過ごす

のは今年が初めて？ 

Carrie; It is going to be my second time 

spending Christmas with them there.  

二度目よ。 

Yuko; How often do you see them? 年に何回くらい会うの？ 

Carrie; On the holidays.   祝日祭日ね。 

Yuko; On which holidays do you see them? どんな祝日や祭日に会うの？ 

Carrie; I see them on Thanksgiving, 

Christmas, New Year’s, Easter, and 

on the 4th of July.  

サンクスギビング（感謝祭）、

クリスマス、新年、イースター

（復活祭）、それと建国記念日

ね。 

Yuko; You see his family a lot.   結構頻繁に会うのね。 

Carrie; Umm, yes, I really enjoy seeing them.  そうね。 会うのはいつも楽し

みよ。 

Yuko; That’s good.   それはいいことね。 
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ダイアログに出てきたアメリカの祝日や祭日；家族によって、習慣は違う; 

クリスマス 

１２月２５日 

子供たちはプレゼントをサンタからもらう。  

宗教的には、イエスキリストが生まれた日として祝

われる。 

新年 

１月１日 

１月１日 

一年の始めとして祝われる。 

イースター（復活祭） 

３月か４月。 

年によって日が変わる。  

日曜日。  

カラフルな卵の中にお菓子を入れて、庭に隠し、子

供たちがそれを探すという遊びをする。 

宗教的にはイエスキリストが復活した日として祝わ

れる。 

建国記念日 

７月４日 

花火が上げられる。 テレビでは全国各地での花火

の映像が映し出される。 

サンクスギビング 

（感謝祭） 

１１月最後の週の木曜日。 

 

アメリカ原住民とヨーロッパからの移民の友情関係

を記念するもの。  

現代では、家族や友人などで、身近な人や出来事に

感謝するようになってきていて、アメリカ原住民の

話はされない場合も多い。   

ターキーやクランベリーソース、グレイビー、スタ

ッフィングなどの料理で有名。 
 

休暇の予定をたずねる表現 

How are you spending  

どのように休暇を過ごす予定ですか？ 

1. How are you spending your 

Thanksgiving? 

1. サンクスギビングはどのように

お過ごしになる予定ですか？ 

2. How are you spending your winter 

break? 
2. 冬休みの予定は？ 

3. How are you spending your new 

year? 

3. 新年はどのように過ごす予定で

すか？ 

4. How are you spending your 

vacation this year? 

4. 今回のお休みはどのようにお過

ごしになる予定ですか？ 

5. How are you spending your 

Christmas this year? 

5. 今年はクリスマスをどのように

過ごす予定ですか？ 

6. How are you spending your 

summer? 
6. 夏はどのように過ごす予定？ 
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答え方を練習してみましょう。 

How are you spending your 

Thanksgiving? 

I’m going to my parents’ home. 

How are you spending your winter 

break? 

Not much. I’m taking one class, and 

that’s about it. 

How are you spending your new 

year? 

I am getting together with my 

friends.  Would you like to join us? 

How are you spending your vacation 

this year? 

This time we are going to go to 

Mexico. 

How are you spending your 

Christmas this year? 

We are just staying home.  Opening 

presents and relaxing. 

How are you spending your summer? We are just doing nothing. 

Taking it easy and having fun.  
 

 

How do you plan to spend ～？ 
どのように過ごす予定ですか？ 

 

1. How do you plan to spend your 

anniversary this year? 

2. How do you plan to spend the 

New Year’s? 

3. How do you plan to spend 

Christmas Eve this year? 

4. How do you plan to spend your 

winter break? 

5. How do you plan to spend 

summer? 
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first time 
「初めての経験」 

 

A: Is this your first time here? 

B: Yes, this is my first time in the 

United States. 

A: アメリカは今回が初めてですか？ 

B: はい、アメリカに来るのは今回が初

めてです。 

A: How many times have you visited 

Grand Canyon? 

B: Never.  This will be the first time! 

A: これまでに何回グランドキャニオン

に行かれたことがありますか？ 

B: 一度もないです。今回が初めてで

す。 

A: Is this going to be your first time 

seeing an air show? 

B: No.  This is going to be my second 

time.  I have seen one in Chicago.  

A: エアショウを見るのは今回が初めて

ですか？ 

B: いいえ。二度目です。一度シカゴで

見たことがあります。 

 

Have you started your Christmas Shopping? 

「クリスマスの前の買い物はもう始めましたか？」 

 

Have you started ～？ 

「～はもう始めましたか？」 

 

1. Have you started decorating your 

home for Christmas? 

1. クリスマスの飾り付けはもう始

めましたか？ 

2. Have you started studying for the 

final exams? 

2. 期末試験の勉強にはもうとりか

かりましたか？ 

3. Have you started preparing to go 

back to school? 

3. 新学期の準備はもう始めました

か？ 

4. Have you started cooking yet? 4. もう料理を作り始めましたか？ 

5. Have you started working on it? 5. もうそれに手をつけましたか？ 
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アメリカ文化をのぞいてみよう 

 

Christmas:  

In America, it is common for families and friends to get together to celebrate 

Christmas.  

They buy each other gifts to show their appreciation.  

Parents buy their children presents from Santa Claus, and put it under the 

Christmas tree. 

Children happily open up the presents on Christmas day.  

Families join each other for dinner and eat turkey and or ham.  

Family members and friends will bring their own dishes of food to include for 

dinner. 

It is a special time for family and friends to get together this one time of the 

year to honor each other; for some families who are religious, they celebrate 

the birth of Jesus on Christmas day on December 25th.  

 

common 一般的な、 

It is A for ～ to 動詞

の原形 

～にとって・・・することは A だ。 

appreciation 感謝、感謝の気持ち 

presents from Santa 

Claus 

サンタさんからのプレゼント 

include 含める。 

honor 尊重する。栄誉を与える。 

religious 宗教的な、 

the birth 誕生 

Jesus イエス＝キリスト 
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クリスマス 

 

アメリカでは、年に一度のクリスマスに、家族や友人が集まり、クリスマスの時期を

祝います。 家族同士、友人同士がプレゼントを交換し合い、お互いに感謝を表すと

いう習慣があります。 

親は子供たちにサンタからのプレゼントを準備し、クリスマスツリーの下に置きま

す。（アメリカでは、日本とはちがって、クリスマスの３週間以上も前から、プレゼ

ントがクリスマスツリーの下に置かれます。） 子供たちはクリスマス当日にプレゼ

ントの箱を開けるのを楽しみに待ちます。 

家族、親戚は夕食を共にします。 七面鳥や大きなハムなどを準備します。 各自手

作りの料理を持ってきて、食卓に並べることもあります。 クリスマスは、年に一度

の、家族や友人が集まる、お互いの存在を感謝し合う、とても重要な時節といわれま

す。 

宗教的な家庭では、１２月２５日をイエスの生まれた日として祝います。 


