2019 Spring Review Level 3 Lesson 1〜3
1. I _______ the sticker off my book.

1. 本からシールを取り外しました。

2. I _______ _____ my bicycle.

2. 私は自転車でこけた。

3. The door knob ______ ____ the door.

3. ドアの取っ手がドアから取れた。

4. My brother ______ _____ his new bicycle.

4. 兄は自分の新しい自転車を見せびらかした。

5. Hard work always _______ _____.

5. 努力はいつも報われます。

6. I’m _______ ____ energy.

6. もうエネルギー切れです。

7. I can’t _______ ______ why she said that. 7. なぜ彼女があのようなことを言ったのか分からない。
8. His new car really _______ _____.

8. 彼の車は凄く目立つ。

9. In the end everything ________ _____.

9.最後には、すべてが上手くいった

10. Something ________ happened.

10. 何か意外なことが起きた。

11. I _______ ____ off!

11. 俺はやったぜ！

12. I can’t figure out how to ____ _____ Sakae. 12. 栄の移動の仕方が分からない。
13.Japan is getting ___ ______ _____ popular. 13. ますます日本は人気になっています。
14. He kept talking ____ _____ ____.

14.彼は長々と話し続けました。

15.___ _ ____, global warming is getting worse. 15. 年々に地球温暖化は悪くなっています。
16._______ ______ ______, the sparrow returned 16. 毎年のようにツバメが戻ってきました。
17.The ideas were different from ___ ___ _____. 17. アイデアは人それぞれ違ったのです。
誰が誰か分からない。

18. I don’t know ______ ______.

18.

19. I have no idea ______ _______.

19. 何が何か見当もつかない。

20. I’m _________ about the environment.

20. 私は環境について心配です。

21 .____ __ ____ to flags, I don’t know anything.21. 旗に関しては何にも知りません。
22. The summer is getting ____ _____ _____.

22. 夏がどんどん暑くなっている。

23._____ ______, they might pull it off.

23. わからないよ、彼達は成し遂げるかもよ。

24.Better _______ ______ ___________.

24. 後悔するより用心した方がいい。

25.Where there's a will, _______ ___ ____.

25. 意思あるところに道はある。

26. Whatever happens, __________ .

26. なるようになる。

27. When in Rome do as ___________ ____.

27. 郷に入りては、郷に従え。

28.What’s __________ ____ ________.

28. 済んだことは済んだことだ。

29.That’s __________.

29. 仕方がないよ、それが人生だもん。

30. Keep your (_____ / head / spirit) ______.

30. 気を落とさずに頑張れ。

31 Never judge by ______________.

31. 見かけで判断するな。

32. Killing two birds with _______ _______.

32. 一石二鳥。

33. I always think of _________ ______.

33. 起こりそうなことを考えてしまう。

34. I never ________ __ ________.

34. 反省を絶対しない

35. One thing ____ ___ _____ and it worked out.35. あれやこれやありましたが、上手くいきました。

Conversation Questions
1. Do you think hard work pays off? Talk about your experience.
2. What do you have a hard time figuring out?
3. What worked out in the end?
4. What’s something you pulled off?
5. What’s something other people pulled off?
6. What are you anxious or worried about?
7. What’s something that’s different from country to country?
8. What are you knowledgeable about?
9. What are you ignorant about?
10.Have you been in a conversation that just went on and on? What was it
about?
11. What’s something your parents told you time after time?
12.Do you feel that time flies? When do you feel time goes by a little slowly?
13.Did you ever feel that “where there’s a will, there’s a way” ?
14.Have you ever told yourself, “what’s done is done” or “that’s life”

