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会話トピック 

How do you like spending time on weekends? 

週末の楽しみはなに？ 

 

ダイアローグ 

Ken: Did you do anything interesting over the weekend? 

ケン:「週末の予定で何か楽しいことあった？」 

 

Misa: Well, last weekend, I went window-shopping with my friend from college. 

I hung out with her around Omotesando and had some tea. 

It was very fun only to stroll around Omotesando area and have some tea at a 

cafe with her. 

ミサ:「そうですねぇ、私は先週は大学の友達とウィンドーショッピングしてました。 

表参道をぶらぶらしてカフェでお茶してました＾＾ 

表参道、友達と散歩してカフェでお茶してるだけでとっても楽しいですよ！」 

 

Yoko: Sounds good. I like Omotesando and Daikanyama too. 

Recently, I`ve been trying to explore Ginza with my friends. 

But I only window-shop and have tea in a cafe like Misa. 

ヨウコ:「いいわよね、表参道とか代官山とか私も好きよ。 

最近は友達と銀座にも行ってみよう。って銀座にチャレンジ中なの。 

とは言ってもミサと同じくウィンドーショッピングしてカフェでお茶しているばかりな

のだけれど。」 

 

Ken: It seems like both of you had a wonderful weekend. 

I sold my old clothes, furniture and merchandise at a flea market in Yoyogi park 

because I will be moving out soon. 

I was supposed to sell them on the Internet but it was fun to sell them and talk 

with customers. 

ケン:「二人とも充実の週末だったんだね。 

僕はもうすぐ引っ越しするってのもあって、先週は代々木公園のフリーマーケットで服

とか家具とか雑貨を売ってたよ。 

ネットで売っても良かったんだけどね。買ってくれる人と話をしたりしながら自分の物

が売れていくのが楽しかったよ。」 



 

Misa: Wow, a flea market sounds international and cool, too. 

I remember Camden Market and Portobello Market in London were marvelous! 

ミサ:「えー、フリーマーケットとかも海外みたいでオシャレじゃないですかー！ 

ロンドンでもカムデンマーケットとか、ポートベロマーケットとか蚤の市がとっても素

敵でした！」 

 

Ken: Flea markets in London also sound nice. 

I am wondering whether the flea market in Yoyogi park was fashionable or not. 

Well, I think there were some fashionable people, but I was so surprised to see 

there were a lot of tourists. 

ケン:「ロンドンの蚤の市ってまたそれもオシャレだね w 代々木公園のフリマはオシャ

レだったかなー。うーん、オシャレな人は確かにいたかも。あ、観光客の方も意外と多

くてびっくりしたよ。」 

 

Yoko: I feel like I want to find bargains too. 

I know there is a flea market every weekend in front of the United Nations 

University in Aoyama. It's quite fun to have lunch at a stand there. 

ヨウコ:「何か私も掘り出し物探しに行きたくなってきたな。 

青山にある国連大学前でも毎週末フリーマーケットやっているわよね。あそこの屋台で

ご飯とかも楽しいのよねー。」 

 

Misa: Wow, it opens every weekend! I am really interested in everything; Aoyama, 

the United Nations University, a flea market, and stands! I will go there! 

ミサ:「へー！毎週末やってるんですね！青山、国連大学、フリーマーケット、屋台。全

部興味あります！私も行ってみます！」 

 

Yoko: You should. Oh, just remember that it is a kind of farmers' market so you 

can't buy clothes but rather vegetables from the farmers. 

ヨウコ:「ぜひぜひ、あ、あそこは確かファーマーズマーケットだからお洋服より野菜と

かを農家さんから買う感じよ。」 

 

Misa: Thank you for your information. 

ミサ:「ありがとうございます！」 

  



 

キーとなる英単語 or フレーズ 

go window-shopping ウィンドウショッピングをする / college 大学 

hang out with～ ～と出かける / have a cup of tea お茶をする / furniture 家具 

merchandise 雑貨 / a flea market フリーマーケット 

be supposed to～ ～するつもりである / on the Internet インターネットで 

customer お客さん / international 国際的 / marvelous 素晴らしい 

fashionable おしゃれな / tourists 観光客 / bargain 掘り出し物 

United Nations University 国連大学 / stand 屋台 

not A but rather B ＡよりもむしろＢである 

 


