Useful Expressions

Name(

☆Fillers（つなぎ言葉）
1 Well

えーっと

2 Let me see.

えーっと

3 Let's see.

えーっと

☆Responses（相づち）
1 That's a good idea.

いい考えだね。

2 Wow!

わあ。

3 I think so too.

私もそう思う。

4 That's nice.

いいね。

Chat① ( Souvenir )
1 What is a famous souvenir from Kusu?

玖珠の有名なお土産は何？

2 I think (Kaizoku karinto).

(海賊かりんとう)だと思う。

3 Do you like it?

それ好き？

4 What do you think?

どう思う？

5 How about you?

あなたはどう？

6 Why do you think so?

なぜそう思うの？

7 Because I like it.

それが好きだから。

8 It is delicious.

おいしい。

9 I gave my friends and they liked it.

友達にあげたら気に入ってくれた。

10 It's my favorite.

私のお気に入り。

11 Where can we get?

どこで買える？

12 Which do you like，(kitchomuzuke) or (karinto)?

(吉四六漬)と(かりんとう)，どっちが好き？

13 Anything else?

他にある？

14 Can you show me the picture?

私に写真を見せてくれる？

☆Memo

Chat② (Food)
1 Why do you like it?

なぜそれが好きなの？

2 Because it is (delicious).

(おいしい)から。

3 I like the taste.

味が好き。

4 Where can we eat it?

どこで食べれる？

5 In (Kintaro restaurant).

(金太郎)で。

6 Do you have favorite (desserts)?

好きな(デザート)はある？

7 What do you like the most?

何が一番好き？

8 Which do you like, (udon) or (ramen)?

(うどん)と(ラーメン)，どっちが好き？

9 Do you know～？

（

10 Can you cook it?
☆Memo

）知ってる？

それを料理できる？

Chat③ ( Activities )
1 In Kikanko festival, they can take kikansha.

機関庫祭りで，機関車に乗れるよ。

2 It is in October.

１０月です。

3 We have dowa festival in May.

５月に童話祭があるよ。

4 They can walk in koinobori.

鯉のぼりの中を歩けるよ。

5 There are many onsen in Kusu.

玖珠にはたくさんの温泉があるよ。

6 They can take onsen.

温泉に入れるよ。

7 It is nice.

素敵だよ。

8 They can climb Mt Kirikabu.

切株山に登れるよ。

9

I want to ( go to Opera House) .

10 The view is beautiful.
☆Memo

Chat④ ( Sightseeing )

～したい

私はオペラハウスへ行きたい。
景色がきれいだよ。

1 Where is your favorite place in Kusu?

玖珠でお気に入りの場所はどこ？

2 What sightseeing are you iterested about?

どんな観光に興味がある？

3 I like falls.

滝が好き。

4 We can camp.

キャンプができるんだよ。

5 I like walking the street around Mori.

森の町にある道を歩くのが好きなんだ。

6 We can see the histry of Kusu.

玖珠の歴史を見ることができる。

7 There is a shrine in Mishima park.

三島公園に神社がある。

8 It looks nice / beautiful.

素敵 / 美しく 見える。

9 It sounds nice.

いいね。

10 We can buy my family souvenir there.

そこで家族にお土産が買えるよ。

11 We can teach visitors our history.

観光客に私たちの歴史を教えることができるよ。

12 We can show visitors the history of (

).

(

)の歴史を見せることができるよ。

☆Memo

Chat⑤ ( What can we do? )
1 We can visit and see every sightseeing places.

観光地全部行って見ることができるよ。

2 We can learn the history about Kusu.

玖珠の歴史を勉強することができるよ。

3 We can give my friends souvenir from Kusu.

友達に玖珠のお土産をあげることができるよ。

4 We can make movies about Kusu.

玖珠についての動画を作ることができるよ。

5 By the way, did you watch TV?

ところで，昨日テレビ見た？

6 That reminds me, I didn't do my homework.
☆Memo

それで思い出したけど，宿題やってなかった。

