Level B1 General English

Asking For Information About Events

Lesson 5

催しの情報を求める	

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I would like to get some information
on events happening this week.
今週行われる催しについて知りたいのです。	

2 SITUATION
状況	
Haruka is talking to the clerk at the tourist information
center.
遥は旅行案内で窓口の人と話しています。	

3 DIALOGUE
ダイアログ	
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。 	

Haruka: Excuse me. I’d like to get some information on events
happening this week.

遥：
すみません。今週の催しものについて知りたいの
ですが。

Clerk : Sure. We have the Summer Festival starting Wednesday.

係員：
承知しました。水曜日からサマーフェスティバル
が始まります。

Haruka: Really? What’s it like?

遥：
本当ですか？それはどんなものですか。

Clerk : It’s a three-day-festival that takes place in the whole town.

係員：
街全体での３日間に渡って行われるお祭りです。

Haruka: OK. Where exactly are those events held?

遥：
なるほど。実際にどこでその催しは行われるので
すか。

Clerk : Well, the Summer Crazy Dance Contest, begins on
Wednesday at Mountain Hall.

係員：
ええと、サマークレイジーダンスコンテストはマウ
ンテンホールで水曜日に始まります。

Haruka: What time does it start?

遥：
それは何時からですか。

Clerk : It starts at 5p.m. There’s a lot more going on during the
festival.

係員：
夕方５時からです。お祭り期間中はもっとたくさん
の催しがありますよ。
遥：
お祭りのパンフレットはありますか。	

Haruka: Do you have a pamphlet for it?

4 VOCABULARY
語い	
Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

three-day-festival
whole

３日間のお祭り
まるごと、全体

event
during

催し、行事
～の間

exactly

正確に言って
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I would like to get some information
on events happening this week.
今週行われる催しについて知りたいのです。	

Asking For Information on Events
催しについて尋ねる	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

What’s it like?

それはどんなものですか。

Where does it take place?

それはどこで開催されるのですか。

When is it?

それはいつですか。

What time does it start / begin?

それは何時に始まりますか。

Describing Events
催しについて説明する	

It’s a music festival.

（それは）音楽祭です。	

It takes place in Central Park.

（それは）セントラルパークで行われます。	

It’s at Brownie Square.
It’s at the beginning of June.
It’s from June 3rd to June 14th.

（それは）ブラウニースクエアで行われます。	

It starts / finishes at 10 a.m. / 9 p.m.

（それは）午前１０時開始/午後９時終了です。

（それは）６月始めに始まります。
（それは）６月３日から１４日にあります。

6 ACTIVITY
練習	

Hints
ヒント	

Activity : Ask for information about events in your tutor’s
country or city. Then give some information about
events in your country or city.

Talks about:
what kind of event it is

練習：この国または都市の催しについての情報を尋ねてみましょう。
それから、あなたの国や都市の催しの情報を伝えましょう。

the time of the event

催しの種類	
催しの時間	

the location of the
event
催しの場所	

how long the event
lasts
催しの期間	
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