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1. ____ _____ Maruei closed their store last year. 1. 丸栄は去年閉店したでしょ。
2. I like her. __ _____, as a friend.

2. 彼女の事好きだよ。というか、友達としてね。

3. It will take ____ 20 minutes to get there.

3. だいたいここに来るのに20分かかるかな。

4. Dragons are playing badly this season, ____ _____. 4.ドラゴンズは今シーズン良くないよね。
5. We’ll meet here at 8:00 pm. __ _____, at 7:00pm.

5. 8時に集合ね。いや、7時だった。

6. It was ____ really nice.

6. とてもよかった感じ。

7. It’s _______ to say….

7. 答えにくいのですが、、

8. If I _______ to say…

8. 強いて言うなら、、

9. I _______ say…

9.まあ〜と言えるかな。

10. I _______ say….

10. 〜と言えます。

11. What ________ me the most was the weather. 11. 一番印象に残ったのは気候でした。
12. It’s ___ __ hot as I thought today.

12. 今日は思ったほど暑くない。

13. __ __ __ _____, I stopped eating carbs.

13.歳を取るにつれ、炭水化物を食べるのをやめた。

14. I’ll let you borrow it __ _____ __ you return it.14. 返してくれるなら、貸してもいいよ。
15. __ __ __, it worked really well.

15. 私に関してはうまくいきました。

16. I’ll take it __ __.

16. そのままでもらいます。

17. __ ___ __ I know, he’s a decent guy.

17. 僕が知っている限り、彼はまともな人だよ。

18. __ ___ __ I can remember….

18. 覚えている限り、、、

18. (Just) as I ____________ , it rained.

18. 思った通り(やっぱり)、雨が降った。

19. ____ a father, I have a lot of ___________. 19. 父として、多くの責任があります。
20. I’ll never ________. I’ll always _________. 20. 絶対忘れない。
21 . *It (that) __________ hard.

21. それは、大変そう。

22. *It (that) ___________ be hard.

22. それは、大変に違いない。

23. *You seem ________________.

23. 落ち込んでいるように見える

24. *You must be ______.

24. 心配に違いないね。

25. That _____ _______ _______ hard.

25. それは大変だったに違いない。

26. _______ must have been tired.

26. 疲れたに違いない。

27. I know what you _________.

27. 同感です。

28. I’m glad everything _______ ______ __.

28. 全部うまくいって良かったね。

29. __________ ______?

29. ねえねえ聞いて？

30. _____ __ ____ is going out with friends.

30. 私が楽しいと思うことは、友達と遊ぶことです。

31. ___ _____ ____, I like to read.

31. それ以外は本を読むことです。

32. ____ __ ___ to do is to travel on my own.32.しようとしていることは、一人で旅行することです。
33. I ______ ___ ____ to my friend.

33. 友達に任せていた。

34. The _____ _____, I messed up.

34. この前、やらかしてしまいました。
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1. It _____ _____ that there’s heavy traffic.

1. ひどい渋滞があると報道された。

2. It ____ ____ that bird flu is going around.

2. 鳥インフルエンザが蔓延していると発表された。

3. SMAP breaking-up ___ __ _____ news.

3. SMAPの解散は新聞の見出しになった。

4. This is _______ _________.

4. 速報です。

5. It _______ _______ away.

5. 衝撃的だった。(感動した)

6. It’s ____ ___ ______.

6. 気になっている。

7. One ______ ______ in Japan is scam.

7. 日本でよくある犯罪は詐欺だ。

8. Don’t _______ _____ such a scam.

8. そんな詐欺に騙されないように

9. A con man is a _______ who tricks people.

9. 詐欺師は人を騙す泥棒です。

10. I was shocked to hear he _______ _____.

10. 彼が自殺をしたと聞いてショックだった。

11. A _____ ____ is a thief who steals from banks. 11. 銀行強盗は銀行から盗む泥棒だ。
12. I read paper newspaper ____ online newspaper.12. オンラインで新聞より紙の新聞を読みます。
13. I don’t know what the ______ ______ is.

13. 何がそんなに重大なのか分かりません。

14. I can say I _______ the News closely.

14. ニュースをしっかりと追っているといえます

15. I’m kinda ___ __ _____ with celebrity news.

15. なんとなく芸能人ニュースは疎い。

16. I’m ____ _______ _______ a diet.

16. ダイエットしたりしなかったり繰り返しています。

17. I went ________ _______ __________.

17. 私はあちこちに行きました。

18. I worry about ______ ______ ________.

18. あれやこれや心配します。

19.I feel it’s _____ ____ __________.

19.今しかないと思います。

20. _____ __ ___ ____, it was only 1000 yen.

20. 何と、それはたったの1,000円だった。

21. _____ ___ ___ ___, you have to accept it.

21. どうであろうと、それを受け入れろ。

22. There’s _________ _______ it

22. 何かいいんだよね〜

23. There’s __________ like it.

23. それのようなものは他にはありません。

24. I had the most ___ and ___ in my 40’s

24. 40代で一番いろいろなことがありました。

25. I have a _______ to put things off.

25. 私は物事を先延ばしにする傾向があります。

26. Oh well, that’s just the _____ __ _____.

26. まあいいや、これが私だから。

27. I can’t _________ myself doing it.

27. 自分がやっているとは想像できない。

28. I suffer from _______.

28. 歯痛で苦しんでいる。

29. I suffer from _______ _____.

29. ギックリ腰で苦しんでいる。

30. It _______ and _____.

30. 発症したり、治ったり。

31. I (_______/ _____) recovered.

31. (完全に・ある程度)治った。

32. I _____ ____ I’ve never had a major injury.

32.大きな怪我はないと(自信持って)言えます。

33. I ____ ___ it’s ok.

33.いいと言えるでしょう。

34. I ____ ____ _____ I’ve been injured.

34.怪我をしたことがあると言わざるおりません。

35. I’m a _____ ______.

35.私は眠りの深い人です。

36. I’m _______ _______ my pillow.

36.枕にはこだわりがあります。

