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1. He’s very ________ now.

1. 彼は機嫌が悪い。

2. Boys are all __________.

2. 男の子はみんなやんちゃです。

3. My neighbor is so _________.

3. 私の隣人はお節介です。

4. Some drivers can be _________

4. ある運転手はキレることもあります。

5. He’s so ________.

5. 彼は女の子っぽいです。

6. My boyfriend is really ________.

6. 私の彼氏は要求が多い。

7. He’s _______.

7. 彼はいい加減です。

8. What he’s doing is _________.

8. 彼がしていることは怪しいです。

9. It looks ______.

9. ニセっぽいです。

10. My husband is ___________.

10.私の旦那はせっかちだ。

11. _______ _______ he be more mature?

11.彼はなぜもっと大人になれないのだろう？

12. My husband really _________ me.

12.旦那が（嫌に）気になる。

13. I’m still _________.

13.私はまだ曖昧です。

14. It’s ____________ that I will stay home.

14. 私はおそらく自粛するだろう。

15. The team was _______ because they lost.

15. チームは負けたので悔しかった。

16. I’m _______ at my friend for being late.

16.私は友達が遅れたことを腹立ています。

17. President Trump was _______ .

17. トランプは激怒した。

18. I was ________ ___ the way he treated me. 18. 彼の対応にイライラした。
19.I was ________ ___ the sound

19. 音でいらだった。

20. I’m _______ ___ __________.

20. 高い場所が怖い。

21 .I was ________ ___ the way he drove.

21. 彼の運転の仕方が怖かった。

22. I was __________ _______ __ the way he ate. 22. 彼の食べ方を不快に感じた。
23. I _______ reptiles are disgusting.

23.爬虫類は気持ち悪いと思う。

24. French Bull dogs are ___________.

24. フレンチブルは超カワイイ。

25. I’m ___________ of roller coasters.

25. ローラーコースターは超怖い。

26. Is there ________ I can help you with?

26.何かお手伝いできることはありますか？

27. Do you have this ___ ________?

27. これの黒色はありますか？

28. Do you have this __ (ladies, mens, kids)?

28. (女性用、男性用、子供用）はありますか？

29. What’s this _______ _______?

29. これは何で作られていますか？

30. How long does it ________?

30. どれぐらい持ちますか？

31.Can you _______ _________?

31.サイズ直しはできますか？

32.Did you find __________ you were looking for? 32. .お探しのものは全部見つかりましたか？
33. The price tag _______ it’s $3.50.

33. 値札は$3.50と記載されてあります。

34.It ________ _____ discounted by 20%

34.２割安くなるはずです。

35.I usually buy ________ ________ at AEON. 35. 私は普段日常品をイオンで買います。

Conversation Questions
1. What bothers you about someone you know?
2. What’s the fanciest hotel or restaurant you’ve been to?
3. What’s the shabbiest hotel or restaurant you’ve been to?
4. What’s something phony or fishy you saw or heard?
5. What are you iffy about?
6. What’s likely to happen?
7. What things do you find disgusting or gross?
8. What food do you find nasty?
9. What do you find adorable?
10. What makes you (afraid / scared / frightened)?
11. What makes you (angry / mad / upset / furious)?
12. When do you get frustrated or annoyed by?
13. Where do you buy daily necessities?
14. What kind of products do you use?
15. What product were you happy with?
16. What products were you disappointed with?
17. Do you buy things online?
18. What (do/did) you look for online?
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1. ______ ____ try coloring your hair green?

1. 髪の毛を緑にしてみますか？

2. ____ _____ you paid me, I would never do that. 2.お金を貰えても、それはしない。
3. ____ ____!

3. 絶対あり得ない。

4.Without a ______, I would.

4. 間違いなくします。

5. I guess I ______.

5.まあ〜できるかな。

6. ________ ______ he was Brad Pitt.

6. ブラッドピットの場合に限ります。

7. ____ _____ ___ he was not a crazy guy.

7.クレイジーな人でなければ。

8. I wouldn’t go ________ it’s Hawaii.

8.私は行きません、ハワイは例外ですが。

9. I _________ have one.

9. 現在持っています

10. Why______?

10. いいよ

11. I’ve _______ it _________.

11. すでにやったことあるよ。

12. I ______ _____ have more time than money.12. お金より時間の方が欲しい
13. _______ _______to try it.

13.是非とも試してみたい。

14. _____ of a ________.

14.いきなり。

15. ______ of _______.

15.突然現れる。

16. I ______ ___ ________ stolen.

16.私の物が盗まれた。

17. It ______ ______ _______ worse

17. もっと最悪だったかも。

18. I _________ a lesson.

18. 反省した。

19. ________ I knew it.

19. 知らないうちに

20. There’s _______ _______ her.

20.なんか彼女が気になる

21.Japan ________ Russia 3 to 1.

21.日本がロシアに３対１で買った。

22. Japan ________ ____ China 2 to 1.

22.日本が中国に2対1で負けた。

23. Noda (_____ / ____) a world record.

23. ノダが世界記録を出した。

24. It’s ______ ______I don’t want to.

24. したくないわけではない。

25. Something _________ ____

25. 用事ができた。

26.The _______ day

26.先日

27.A while _____ / ago

27. 少し前に

28. Pretty ________

28.近いうちに

29.________ after this

29. この後ちょっとしたら

30.almost always, ____ ___ ___ time, mostly

30.ほとんど

31.usually, normally, _________

31.普段

32. ___________, regularly

32. しばしば、たびたび

33. ___________, now and then

33.時たま

34. We’re ________ ______ this year.

34.もう半年が過ぎた

35. ________ of the year.

35.残りの年

36. I’m ___ ____ _______ _____ something.

36. 何かをしている最中。

Conversation Questions

1. Would you have a dinner that cost ¥20,000 yen?

2. What’s a terrible experience you or someone else had?

3. What's something you would never do again?

4. What celebrity are you attracted to?

5. What do you suck at?

6. What do you have confidence in?

7. What are you going to do right after this, pretty soon, in the near future?

8. What won’t you do next week?

9. What do you want to do someday?

10.Tell me about your life back then.

