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1. Are you finding ____________ ok?

1. お探しの物は見つかりましたか？

2. They are _________ in the front of the store.

2. 店の前方に置いてあります。

3. Let me ___________ them off the hangers.

3. ハンガーを取り外しますね。

4. They are _________ the mirrors.

4. 鏡の後ろにあります。

5. They are in the _________ of the store.

5.店の真ん中にあります。

6. Do you have these _______ ________.

6.これの黒色ありますか？

7. I’m sorry we are_______ _____ ___________. 7.申し訳ありません、在庫切れです。
8. Are you looking for anything in ___________?

8. 特に何かお探しのものはありますか？

9. ___ ____ I don’t like is vegetables are not good. 9.一つ気に入らないことは、野菜が良くないです。
10. I can’t live ________ it.

10. それなしでは生きられない。

11. We agreed __ _____ a party on Saturday.

11. 土曜日にパーティをすることを決めた。

12. My plan is __ ____ there at 7:00 am.

12. 私の計画はそこに19:00に着くことです。

13. It’s easy __ ____.

13. 見つけやすい。

14. I have a lot of things __ ____ _____.

14. 今日はたくさんすることがある。

15. It was my first time __ ____ _____.

15. そこに行くのは初めてでした。

16. I had a chance __ ____ all kinds of food.

16. 色々な種類の食べ物を試すことができました。

17. I’m here __ ____ Mr.Wane.

17. ウェィンさんに会いにきました。

18. I’m excited __ ____ the world heritage.

18. 世界遺産を見ることにワクワクしています。

19. _____ ______I like to do is to see a movie.

19. 私が好きなことは映画を見ることです。

20. ______ ______ wanted to see it.

20. いつも見てみたいと思っていた。

21. Can I get ______ ______?

21. 少し時間をください。

22. Can you _________ something?

22. 何かオススメをしてください。

23. What does it taste _____?

23. どんな味ですか？

24. I’m ________ to peanuts.

24. 私ピーナッツにアレルギーなんで。

25. ________ in that?

25. 何が入っていますか？

26. We would like to share. _____ ____ is that? 26. みんなで分けたいです。大きさはどれぐらいですか？
27. How many does it ______?

27. 何人分ですか？

28. Can I get that ________ ketchup?

28. ケチャップ抜きでお願いします。

29. Can I get dressing ___ ____ _____?

29.ドレッシングを横に添えてください。

30. What does that ______ ______?

30. 付け合わせは何かありますか？

31. Does that come with ____ _______?

31. サラダは付いてきますか？

32. Is the tip _________?

32. チップは含まれていますか？

33. The restaurant I like is _______ Shige.

33. 私の好きなレストランはシゲと言います。

34. ____ _______ is I can go there by myself.

34. (好きな)理由は一人で行けるからです。

35. I _____ _____ having ice cream.

35. アイスを食べたい気分。

36. _____ ____ you’ll like it.

36. きっとあなたも好むでしょう。
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1. I _______ taking lessons.

1. ダンスレッスンを楽しむ。

2. You __________ dancing everyday.

2.ダンスを毎日練習する。

3. You _______ a lot of time doing it.

3. ダンスにたくさんの時間を費やす。

4. You have a great _______ performing.

4. 発表をして素晴らしい経験をする。

5. You __________ taking lessons.

5. レッスンの受講を辞める。

6. After you quit, you _______ dancing.

6. 辞めた後、ダンスが恋しくなる。

7. I _______ ______Yoga lessons a while back.

7. 少し前にヨガレッスンを初めました。

8. I couldn’t ______ _____ ____doing Yoga

8. ヨガに慣れませんでした。

9. I ______ ____ _____ in a tennis club.

9. かつて、テニスクラブに入っていました

10. Where is the ____ ___ ______?

10. 遺失物取扱所はどこですか？

11. What does it ____ ____?

11. 見た目はどんな感じですか？

12. It’s red and has a bear ______ ___ it.

12. 赤でクマがのっています。

13. How ___ is it.

13. どれぐらいの大きさですか？

14. What ______ is it?

14. ブランドは？

15. Can you ____ __ ____ as soon as possible?

15. すぐに知らせていただけますか？

16. I lost my jacket. I was so____________.

16. ジャケットを無くした。ガッカリしました。

17. I found my wallet. I was so __________.

17. ジャケットをみつけました。ほっとしました。

18. I ______ ____ about this gym through an ad.

18. 広告でこのジムのことを知りました。

19. I _____ a really nice restaurant the other day. 19. 先日とても素敵なレストランを見つけました。
20. I lose things all the time. I’m __________.

20. いつも物をなくします。私は不注意です。

21. I hardly ever lose things. I’m very _______.

21. めったに物をなくしません。私は注意深いです

22. It was _______.

22. なくなりました。

23. Somebody _____ ____ _______.

23. 誰かがそれを届けました。

24. I drank __ _____ wine.

24. 少しワインを飲みました。

25. I have __ ____ CDs.

25. 数枚のCDを持っている。

26. I have ______ money.

26. わずかなお金しかない。

27. I want to drink _____.

27. もっと(酒を)飲みたい。

28. I need to eat _____.

28. 食べるのを減らさなければならない。

29. I watch TV ___ ______.

29. テレビをたくさん見ます。

30. I exercise _____ _______.

30. 少し運動します。

31. I _______ like to watch dramas.

31. たいていドラマを見るのが好きです。

32. I _______ go for a walk.

32. めったに散歩に行きません。

33. I have ____ _____ _____ to relax

33. リラックスする時間は少ししかありません。

34. I have a lot of ______ ___ ___.

34. たくさんすることがある。

35. I’ve been to Hawaii ___ _____ ______.

35. ハワイに数回行ったことがあります

