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公園での会話① 

よく見かける他のママに話しかける 

単語： 

swing ぶらんこ 

slide すべり台 

take turns 順番にする。（順番におもちゃを使う、

ぶらんこを使うなど） 

wood chips 木のかけら 

playground ジャングルジム（ブランコ・滑り台など

とセットになっている場合もある） 

 

会話表現：（子供が言うセリフ） 

Coming!  行くよ！ 来るよ！今行きます！ 

（I’m coming!のこと） 

You’re it!  君がおにだよ！ 

Can we take turns? 順番にしようよ。 

Let’s play tag!  おにごっこしようよ。 

No! いや！ だめ！ 

Can you push? （ぶらんこなど）押してくれる？ 

I want to go home.  家に帰りたい。 

He is mean. 彼は意地悪だ。 

Can I play with your toy? 君のおもちゃで遊んでもいい？ 

I’m here! 僕はここだよ！ 

Let’s run! 走ろうよ！ 

Share! おもちゃは一緒に使って遊ぶんだよ！ 
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会話表現：（大人が言うセリフ） 

Don’t do that!  そんなことをしてはいけません。 

Share! おもちゃをいっしょに使いなさい。 

You guys are going to take turns, ok? 順番よ。 わかった？ 

A: Excuse me, do you mind if I sit 

here? 

B: No, not at all.  Go ahead.  

A: すみません。 わたしたち、ここに座

ってもよろしいでしょうか？ 

B: もちろんです。 どうぞお気兼ねな

く。 

Excuse me.  We are going home now, 

and he is playing with our toy.  

すみません。 私たちこれから帰るので

すが、お宅の息子さんがうちのおもちゃ

で遊んでいるのですが。 

Good bye.   じゃあね。  

A: Do you know where the bathroom 

is? 

B: Yes, the bathroom is behind that 

building. 

A: おトイレはどこにあるかご存知です

か？ 

B: ええ。おトイレはあの建物の裏側に

あります。 

A: Did you make it? 

B: Yes, we made it.  Thank you!  

A: 間に合いましたか？ 

B: はい。どうもありがとう！ 

A: Did you find it? 

B: Yes, we found it. Thank you! 

A: みつかりました？ 

B: はい、見つけました。ありがとうご

ざいました。 

Excuse me.  I’m looking for the 

bathroom.  Is there one near here? 

すみません、おトイレを探しているので

すが。この近くにあるでしょうか？ 

Excuse me. Do you know where the 

bathroom is? 

すみません。おトイレはどこにあるかご

存知ですか？ 

Oh! Her shirt is dirty. まあ、シャツが汚れているわ！ 

Oh, her shirt is dirty with banana.  シャツにバナナがついてしまったわ。 

A: Do you have allergies? 

 

A: アレルギーですか？ 
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B: Maybe, a little. Do you? 

A: Yes, I do.  

B: 多分少し。あなたはアレルギーあり

ますか？ 

A: はい、アレルギー、あります。 

I walk here. 私はここに歩いて来ます。 

I come here by car.  車で来ます。 

I take a bus. バスで来ます。 

Do you live near here? この近くにお住まいですか？ 

I come here about three times a week.  週に３回くらいここに来ます。 

I come here every day after 4 pm, and 

stay here for, like, 2 hours.  

毎日４時以降に来て、二時間くらいここ

にいます。 

I come here in the morning.  午前中に来てます。 

 

会話例 ：公園でいつも見かけるお母さんに話しかけたい！ 

A: Hi. I’m the mom of the boy in blue 

shirt.   

You must be the mom of the boy in 

Pikachu shirt, right? 

こんにちは！私は青いシャツを

着ている子の母です。あなたは

ピカチューのシャツを着ている

子のお母さんですよね。 

B: Yes. They are like good friends now.  はい、そうです。あの二人はも

うお友達になったようですね。 

A: Yes. Yes, they are. 

I come here about three times a week.   

And I see you every time I come here. 

Do you live near here? 

ええ。そうですね。 

わたしたちはこの公園に週に三

回くらい来ています。 毎回あ

なたたちを見かけるのですが、

近くにお住まいですか？ 

B: Yes.  We live in the apartment right 

next to the park. We can walk here.  

ええ、そうです。公園の隣にあ

るアパートに住んでます。たい

てい歩いてここに来てます。 

A: Oh, that’s so good.  I drive here, even 

though just for a few minutes. I live 

nearby, too. 

それはいいですね。私は車です

よ。ほんの二三分ですが。私も

近くに住んでます。 

 


