2019 Spring Review Level 2 Lesson 1〜3
1. I can’t reach the _______ ________ (bin)

1.荷物入れに届かないのですが。

2. Is it ok if I put my bag ________ ______?

2.荷物を他の場所に置いてもいいですか？

3. My wife and I would like to ____ ________.

3.妻と一緒に座りたいのですが。

4. Would you mind _______ ______ with me?

4. 席を変わってもらってもいいでしょうか？

5. I’d like to sit in an ________ seat.

5. 通路側に座りたいのですが。

6. Can I ________ through?

6. 通してもらえますか？

7. I've ______ ________ to check it out.

7. 前から行きたかったです。

8. I ______ that the scenery is amazing.

8. 景色が素晴らしいと聞いています。

9. If I ____ __ _____, I’d like to go swimming.

9. もし機会があれば、泳ぎに行きたいです。

10. I didn’t know _______ ____ do.

10. どうしたらいいかわからない。

11. I also ______ to buy all kinds of clothes.

11. 色々な服を買うことができました。

12. The _____ I liked about it was it was so cheap. 12. 何が良かったかと言うととても安かった事です。
13. Many people ______ _____ the South exit.

13. 沢山の人が南口から出てくる。

14. She _______ ______ the car.

14.彼女は車に乗った。

15. A rabbit _______ ____ of a rabbit hole.

15.ウサギが穴から出てきた。

16. The door knob ________ ______.

16.ドアノブが取れた。

17. I never _____ ______ the 1000 yen.

17.1000円が戻ってこなかった。

18. I ______ _____ the book I borrowed.

18. 私は借りた本を返した。

19.I just_____ ______ on my days off.

19.私は休みの日にゴロゴロする。

20.I _________ _______ the sticker.

20.私はシールを取った。

21. I always ____ things _______.

21.私はいつももとに戻す。

22. I ______ something _______.

22.私は何かを出す。

23. I _______ ______ my clothes.

23.私は服を出しっ放しにする。

24. It _____ ____ ________ to go back

24. 戻りたい気分になります。

25. We _____ _______ by car.

25. 私たちは車で移動しました。

26. I’ll _____ _________ in 20 min.

26. 20分後に着きます。

27. I’m ___________ late.

27. 遅れます。

28.Turn right at the ________ _______.

28.次の信号で右折を。

29.Just __________ this road.

29.この道なりに進んで。

30. You made a __________ _________.

30. 間違ったところで曲がったよ。

31.___________ the car here.

31.ここに駐車して。

32.I like driving my car ____ _____ taking the bus. 32. バスに乗るより、運転する方が好きだ。
33.I can get to places _____ and __________.

33. 簡単で便利に行けれる。

34. My daughter drives _____ and________.

34. 娘は安全で慎重に運転する。

35. One time, I _____ _____ a drive to Nagano.

35. ある時、長野県にドライブに行きました。

36. A ______ ______, I had a car problem.

36. 前に、車の問題がありました。

37. The _____ ______, I got stuck in traffic.

37. 先日、渋滞に巻き込まれました。

Conversation Questions
1. Imagine you are on an airplane going somewhere. The person sitting
next to you asks, “What’s taking you to ……?”
2. Have you ever had a bad experience on a trip?
3. How was your last trip?
4. Do you always put things back when you take them out? How about your
family members?
5. What do you sometimes leave out?
6. What’s something you never got back?
7. What’s something you never gave back?
8. How did you get around on your last trip?
9. What transportation do you like better?
10. Whose driving do you like better?
11. Where have you gone for a drive?
12. Have you ever had car problems?

