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①

PracticePracticePracticePractice makesmakesmakesmakes perfect.perfect.perfect.perfect. TakeTakeTakeTake itititit easy!easy!easy!easy! ①①①①

****

1. I‘m ****. （私は）****です。 OK. / happy. / sad.

strong. / weak. / poor / rich

smart. / honest.

2. Do you say ****? ****と言うんですか？ You can? / you do?

You can’t? / you don’t?

he will come? / you met him?

3. That’s not what ****. （それは）****（する・した物）じゃな

いよ。

（それは）****（する・した事）じゃな

いよ。

I buy. / I eat. / I ordered.

I think. / I said. / I did.

4. I think ****. ****と思います。 I can. / I cannot. / he comes.

she is OK. / I have a cold.

It’ll work.

5. Can you ****? ****できる？ do? / come? / pay? / cook?

meet me? / fix this car?

6. I’m a little ****. ちょっと****ですよ。 sad. / tired. / nervous.

cold. / hot. / drunk.

7. Please don’t ****. どうか****しないでください。 call me. / use my card.

drink and drive. / forget me.

8. That’s a waste of ****. （それは）****の無駄だよ。 time and money. / water

your life. / our energy

9. Is it OK if ****? ****してもいいですか？ I come? / I buy this book?

I drive this car? / I meet him?

10. I’d like ****. ****を頂きたいんですが。 a new room. / a big house.

a nice jacket. / a new car.
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②

11. I’d like to ****. ****したいんですが。 ask a question. / marry her.

see him. / work with you.

12. I’m sorry I ****! ****（して・しなくて）すみません！ forgot it! / can’t help you!

didn’t call you!

13. Thanks for ****! ****してくれてありがとう！ helping me! / coming!

waiting for me! / calling me.

14. May I have ****? ****を頂けますか？ a receipt? / a menu?

a cup of coffee?

15. ****, right?! ****んですよね？！ This is mine, / You can come,

He is single, / She is married,

16. ****, isn’t it? ****ですねえ。 It’s cold, / It’s hot,

It’s hard, / It’s easy,

It’s expensive / It’s cheap,

It’s wonderful, / It’s too big,

17. Why are you ****? なぜ、****なんですか？ happy? / sad? / mad?

late? / working? / studying?

18. How was ****? ****は、どうだった？ your holiday? / your weekend?

the meeting? / work today?

the movie?

19. How dou you like ****? ****はどうですか？（＝気に入り

ましたか？）

Japan? / this car?

this company/ / that movie?

20. ****. How about you? ****.あなたはどう？ I’m hungry. / I like Chinese food.

I’m from Korea. / I’m hot.
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③

21. Tell me about your ****. ****について教えてください。 company. / family. / country.

hometown. / date.

work. / job. / study.

22. Would you tell me ****? ****（を）教えて頂けますか？ who came? / what happened?

when you saw him? /

where she went?

23. That looks ****. ****そうだよ。（****みたいだね。） difficult. / risky.

delicious. / fun.

24. Is that really ****? ほんとうに****ですか？ yours? / OK? / necessary?

your car? / his money?

25. ****. After that, I had

dinner.

****.そのあと、夕食を食べた。 I finished my homework.

I saw a movie.

I played soccer.

26. I don’t feel like ****ing. ****したくないんです。 going out. / eating spaghetti.

making dinner today.

working now. / sleeping.

talking with you. / studying.

27. How **** is it? どのくらい****ですか？ old / big / strong / nice

good / bad / long / short

far / close / beautiful / heavy

28. What’s wrong with ****? ****、どうしたの？

（どうなったの？）

this computer? / you?

her? / him? / the company?

your car? / that bank?

this card? / your bike?
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④

29. I need ****. ****がほしいなあ。 a towel. / a vacation

a tissue / some advice

some money. / some sugar

some help. / fresh air.

a good computer. / a nice car.

30. I need to ****. ****しなくっちゃ。 check my e-mail. / shave.

call my mom. / write a letter

study more. / work harder.

get back to the office.

31 I have to ****. ****しないと駄目だ。 hurry. / apologize.

call the police. / see you.

open my eyes to the world.

open my mind to the people.

32. You don’t have to ****. ****しなくてもいいよ。 do it. / lie. / rush. / hurry.

speak perfectly. / get up yet.

eat it all. / meet me.

33. Do we have to ****? ****しないと駄目ですか？ pay first? / pay extra?

study chemistry? / line up?

recycle? / be quiet?

34. When do I have to ****? いつ、****しないと駄目なんです

か？

pay? / reply? / speak?

get to the office? / meet her?

marry him? / finish this?

35. I’m not sure if ****. ****かどうかわかりません。 I can go. / I can trust him.

it’s true. / it’ll work out.

you’ll like it. / he’ll agree.
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⑤

PracticePracticePracticePractice makesmakesmakesmakes perfect.perfect.perfect.perfect. TakeTakeTakeTake itititit easy!easy!easy!easy! ②②②②

****

1. I‘m thinking about

****ing.

（私は）****しようと考えているんで

す。

working. / going.

singing. / moving.

meeting her. / marrying him.

getting a pet / going to Paris.

majoring in economics.

経済学を専攻する

architecture / engineering

建築 工学

medicine / letters

医学 文学

pharmaceutical sciences

薬学

law

法律

Business & Commerce

商学

2. There’s ****. ****がある。（物）

****がいる。（人）

a bee in the car.

蜂

a book on the desk.

a busy man in the building.

a big businessmen in our city.

someone at the door.

誰か

something on my mind.

何か

someone in my mind.

誰か

3. There’s nothing ****. ****（する）物が何もない。

****（する）事が何もない。

to buy. / to eat. / to order.

to think. / to say. / to do.

to see. /

4. Is there something

****?

何か****（する）物がありますか？

何か****（する）ことがありますか？

to drink? / to read? / to wash?

to see? / to write? / to eat?

to think? / to do? / to say?

to worry about? / to believe?
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⑥

5. What are you ****ing?

Why / Who / Where /

なぜ、誰を、 どこで

Which / When

どっちを いつ

何を****しているんですか？ doing? / waiting for?

thinking of? / cooking?

looking for? / watching at?

reading? / making?

writing? / worrying about?

listening to? / eating

6. **** hurts! ****が痛い。 My stomach / My right hand

My head / My eye / My neck

My finger / My heart

7. I have ****. ****を持つ。

****をひく（＝にかかる）。

****を食べる

****がある。

a headache. / toothache.

a cold. / cancer.

breakfast. / lunch. / dinner.

a fever. / some books

8. I can’t wait to ****! ****したくてたまらないよ！

（＝****するのが待てないよ！）

see you! / get the car!

talk to him! / cut my hair!

enter the college! / make it!

9. I’m looking forward to

****ing?

****を楽しみにしています。 seeing you. / driving the car.

working with you.

seeing the movie.

going to France.

the party. / the concert.

10. Do you mean **** ?

Do you say **** ?

Do you think **** ?

Do you feel **** ?

****だと言うんですか？

（＝****だと意味するんですか？）

（＝****だということですか？）

****だと言うんですか？

****と考えるんですか？

****と感じるんですか？

Yes? / No? / you see him?

you get the car?

you talk to him?

you cut my hair?

you can enter the college?
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⑦

11. I’ll get you ****.

I’ll give you

I’ll buy you

（君に）****を（とって・して）あげる

よ。

a book. / a call.

some water. / some money.

a cup of coffee. / some time.

12. I think ****.

I feel

I hope

****と思います。 I understand. / I have a cold.

I’m free. / he needs a doctor.

I can help you. / she comes.

she can call you.

13. I think the problem is

****.

問題は****だと思います。 the car. / the battery.

the food. / the water.

him. / her. / me.

14. What’s that?

---- Maybe ****.

Where is he?

What’s wrong?

Why is she late?

ひょっとすると****かもしれないよ。 it’s a cat.

he’s at the station.

it’s the wrong number.

he’s lost.

15. ****, right?! ****ですよね？！ This is mine, / You can come,

He is single, / She is married,

16. He’s probably ****. （彼は）たぶん****でしょう。 a tennis coach. / a teacher.

working at ABC. / coming soon.

17. Everyone ****.

Many people

Most people

みんな、****。

たくさんの人

ほとんどの人

does it. / likes it.

has a mobile phone.

knows that. / makes mistakes.

feels blue. / has slump.

goes to hot springs.

is off on Christmas Day.

drives in the U.S.
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⑧

18. I’m not that ****.

You’re not that

He’s not that

She’s not that

They’re not that

（私は）そんなに****ではないよ。 smart. / foolish. / hungry.

strong. / happy. / sad.

good. / bad. / tall.

rich. / poor. / beautiful.

good-looking. / kind. / nice.

patient. / young. / old.

lazy. / honest.

19. I didn’t think ****. ****だとは思わなかった。 I made it. / he was nice.

he was from America.

the test was difficult.

20. What **** do you like? どの****が好きですか？ musician / computer / color

movie / food / sport

21. I’m ****ing tomorrow.

tonight.

this weekend.

in June.

after lunch.

next week.

明日****するんです。 taking a big test.

having dinner with Mary.

going shopping.

getting married

giving a speech.

22. Are you ****ing tomorrow? （明日）****するんですか？ coming tomorrow?

going out tomorrow?

going to the festival tonight?

working this weekend?

taking the train?

graduating next year?

23. That looks ****. ****そうだよ。（****みたいだね。） difficult. / risky.

delicious. / fun.
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⑨

PracticePracticePracticePractice makesmakesmakesmakes perfect.perfect.perfect.perfect. TakeTakeTakeTake itititit easy!easy!easy!easy! ③③③③

****

1. See you ****. ****にまた（会いましょう）。 in two weeks. / Thursday.

at ten. / after the test.

Monday at nine. / next time.

at lunch. / Tuesday in Paris.

tomorrow. / this weekend.

in my dreams.

2. Why don’t you ****?

Won’t you ****?

****しませんか？

（＝****してみたら？）

use this? / take the train?

get in line? / try it?

take a taxi? / call him?

buy both? / check the H.P.?

attach the file?

finish this first?

go for a walk? / study more?

clean the room. / work harder?

take a quick break?

have lunch together?

3. Should we ****?

Shall we ****?

Can we ****?

Let’s ****

****しようか？

（****＝すべきですか？）

buy this? / do it?

meet there? / tell him?

call her? / invite them?

set the alarm clock?

leave now? / break up?

make it up with him?

4. What should I ****? 何を****したらいいですか？

(= 何を****するべきですか？)

drink? / read? / wash?

see? / write? / eat?

think? / do? / say?

make for dinner? / believe?
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⑩

5. Where should I ****?

Who ? / What?

誰を、 何を

When ? / Why? / How?

いつ、なぜ、どのように

どこに****したらいいですか？

(= どこに****すべきですか？)

park? / wait for him?

take him? / bring her?

look for her? / meet him?

make it up with her?

6. I was supposed to ****.

(≒ I had to ****.)

****するはずだったのに。

（＝****することになっていたのに。）

get a promotion / make it.

marry him. / be in Hawai.

fail. / succeed.

7. I am sorry I can’t help

you! -----

Don’t worry about ****.

Never mind about ****.

****のことは、気にしないで。

（****のことは、心配しないで。）

me. / him. / the price.

the past. / the future.

the detail. / the test.

8. You’re lucky ****!

I’m lucky ****!

He’s lucky ****!

She’s lucky ****!

****で、うらやましいな！

（＝****だから、幸福ですね！）

you have a nice car!

you have a nice wife!

you live with your mom!

I’m your husband!

you have a good staff!

you succeeded! / you made it!

you don’t have to work on

weekends!

9. It might ****. ****かもしれないよ。 rain. / be windy.

snow. / rain cats and dogs.

stop raining soon.

be too small. / be too big.

be too cheap. / be too expensive.

be closed now. / not work.
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10. I might ****.

We might ****.

He might ****.

The company might ****.

****するかもしれない。 go to the gym. / fall asleep.

get a dog. / be late.

see her again. / go to England.

finish early tonight.

11. Won’t you like ****?

----- Yes, please.

****しませんか？

( ****～したくありません？

****～したいですか？)

a book? / a refill?

a tissue? / a drink?

some water? / a hand?

a cup of coffee?

lemon or milk with your tea?

a ride to the sation?

12. Would you like to ****?

Do you like to ****?

Did you like to ****?

****なさいますか。 go in? / order now?

go by bus or train?

talk about him?

have a meeting soon?

wait in line? / dance?

13. I used to ****. 前は****だった。 love milk. / work hard.

be a heavy smoker.

be afraid of heights.

have dinner together.

study with her.

play tennis with him.

14. It depends on ****. ****次第ですね。

（****によるね。）

the person. / your ability.

your grades. / your patience

the quality of computer.

how hard you study.

how strong your will is.
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⑭ all out of love - air supply

I'm lying alone with my head on the phone,

thinking of you till it hurts.

I know you hurt too but what else can we

do, tormented and torn apart?

I wish I could carry your smile in my

heart, for times when my life seems so

low.

It would make me believe what tomorrow

could bring, when today doesn't really

know, doesn't really know?

I'm all out of love, I'm so lost without

you.

I know you were right, believing for so

long.

I'm all out of love, what am I without

you?

I can't be too late to say that I was so

wrong.

I want you to come back and carry me home,

away from these long, lonely nights.

I'm reaching for you, are you feeling it

too?

Does the feeling seem oh, so right?

And what would you say if I called on you

now and said that I can't hold on?

There's no easy way, it gets harder each

day.

Please love me or I'll be gone, I'll be

gone.

I'm all out of love, I'm so lost without you.

I know you were right, believing for so long.

I'm all out of love, what am I without you?

I can't be too late to say that I was so wrong.

Ooh, what are you thinking of?

What are you thinking of?

What are you thinking of?

What are you thinking of?

I'm all out of love, I'm so lost without you.

I know you were right, believing for so long.

I'm all out of love, what am I without you?

I can't be too late to say that I was so wrong.

I'm all out of love, I'm so lost without you.

I know you were right, believing for so long.

I'm all out of love, what am I without you?

I can't be too late to say that I was so wrong.

I'm all out of love, I'm so lost without you.

I know you were right, believing for so long.

I'm all out of love, what am I without you?

I can't be too late to say that I was so wrong.
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PracticePracticePracticePractice makesmakesmakesmakes perfect.perfect.perfect.perfect. TakeTakeTakeTake itititit easy!easy!easy!easy! ④④④④

****
1. Should we go now?

---- It’s up to

you.

もう行ったほうがいいですか？

----お好きなように。

（あなた次第ですよ。）

What should we have?

何を食べたらいいですか？

How should we go?

どのように行けばいいですか？

When should we meet?

いつ

When should we start?

いつ

Smoking or non-smoking?

喫煙席ですか、禁煙席ですか？

Do you want to go in?

入りたいですか？

2. I love ****! ****、大好き！

（＝****が好きなんです。）

this song! / this weather!

movies! / my job!

your hair! / you dress!

trying new things!

staying in bed!

staying in bed on rainy days!

3. There’s nothing we

can do about ****.

****は、しょうがないよ。 traffic. / the noise.

渋滞 雑音

your hair. / your boss.

a late airplane. / the test.

crowds in Tokyo. / him.

人ゴミ

our children. / his attitude.

子供たち 彼の態度

4. I’m not sure how

****.

what ****.

where ****.

who ****.

when ****.

どう****すればいいかなあ。

(= どう****すればいいかわ

からないよ。)

to get there. / train my cat.

猫を訓練する

answer. / pronounce this word.

この単語を発音する

turn this off.

これを消す

break up with him.

彼と別れる

explaint it. / use this.

説明する
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5. What do you think

about ****?

****ついてどう思いますか？ the new president? / this book?

新しい社長

that plan? / this seminar?

セミナー（研究会）

that? / French food?

6. Are you sure ****?

Is it true *****?

本当に****ですか？ you can drive? / it’s OK?

you know the way? / you quit?

会社をやめる

she wants this color?

you can work for me?

you want to go to America?

you want me to go to America?

私にアメリカに行ってほしい

they’re dating?

デートしている

7. Did I pass?

-----I’ll let you

know ****.

I’ll tell you ****.

合格しましたか？

---- ****に（なったら）、

お知らせします。

tomorrow. / next Monday.

soon. / someday next week.

来週のいつか

when I know. / when he arrives.

私にわかったら、 彼が来たら、

when breakfast is ready.

8. (A) Is it my turn?

--- (B) Not yet.

(A) OK. Let me know

****.

Tell me ****.

(A)私の番（ばん）ですか？

-----(B)まだだよ。

(A)そう。*****（したら）、教

えてね。

if he comes.

彼が来れば

when you’re finished.

終われば、

when you’re ready.

用意できれば、

when you decide. / by tomorrow.

決めたら、 明日までに

when you have a chance.

都合のよい時に、

9. ---- Let me ****. 僕に****させて。 open it. / think about it.

考える

handle it. / help you.

処理する

check it. / sleep on it.

チェックする 一晩考える

put on some make-up.

化粧をする

take a little nap.

昼寝する
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10. I wish ****.

I hope ****.

****だったらなあ。 I had a nice car.

I worked harder.

もっと働いていた（ら、）

I studied more. / I had a dog.

もっと勉強していた（ら、）

He would retire.

退職すれ（ば、）

she were here.

彼女がここにいた（ら、）

I had asked for her number.

電話番号を聞いていた（ら、）

11. I hope ****.

----- Me too.

****だったら、いいねえ。

----- 私も（そう思うわ）。

we win. / you can come.

it fits. / you like it.

ぴったりだった（ら）、

I win the lottery.

宝くじに当たったら、

it’s a nice day.

you don’t mind.

気にしなかったら、

12. Trust me when it

comes to ****.

Believe me ----

****のことなら、まかせて。

(=****のことになれば、私を

信じてください。)

restaurants. / clothes.

Japanese. / computers.

driving cars. / swimming.

playing the piano. / singing.

playing soccer. / running.

making money. / making cakes.

お金を儲（もう）けること

13. It’s just ****. ただの****だよ。 a test. / a movie.

an hour of your time.

あなたの一時間

a small setback.

小さな失敗（後退）

a gold watch.

金の時計

14. It’s not ****

fault.

It’s **** fault.

****のせいじゃないよ。

（****の失敗じゃないよ。）

****のせいだよ。

your fault. / my fault.

あなたのせい

his fault. / her fault.

the dog’s fault.

犬のせい

the student’s fault.

学生のせい

the manager’s fault.

店長のせい
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15. It’s been a long

time since ****.

****するのは、すごく久しぶ

りなんですよ。

（****以来、長い時間なんで

すよ。）

I’ve watched a movie.

映画を見て（以来）、

I’ve been skiing.

スキーをして（以来）、

I’ve seen you.

I’ve cried. / I’ve smiled.

泣いて（以来）、 微笑んで（以来）

I’ve laughed.

笑って（以来）

I’ve had a vacation.

休みをとって（以来）、

I’ve been on a date.

デートをして（以来）

I’ve been on my own.

独立して（以来）、

③ Big Big Girl by Emilia

I'm a big big girl

in a big big world.

It's not a big big thing if you leave me,

but I do do feel

that I too too will miss you much,

miss you much...

I can see the first leaf falling,

it's all yellow and nice.

It's so very cold outside, like the way I'm

feeling inside.

I'm a big big girl

in a big big world.

It's not a big big thing if you leave me,

but I do do feel

that I too too will miss you much,

miss you much...

Outside it's now raining

and tears are falling from my eyes.

Why did it have to happen?

Why did it all have to end?

I'm a big big girl

in a big big world.

It's not a big big thing if you leave me,

but I do do feel

that I too too will miss you much,

miss you much...

I have your arms around me, oh like fire,

but when I open my eyes,

you're gone...

I'm a big big girl

in a big big world.

It's not a big big thing if you leave me,

but I do do feel

that I too too will miss you much,

miss you much...

I'm a big big girl

in a big big world.

It's not a big big thing if you leave me,

but I do feel I will miss you much

miss you much...
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PracticePracticePracticePractice makesmakesmakesmakes perfect.perfect.perfect.perfect. TakeTakeTakeTake itititit easy!easy!easy!easy! ⑤⑤⑤⑤

(↑)polite ・丁寧 （⇔）socially ・標準的関係 (↓)friendly ・友人同士

****

1. (↑)How do you do?

---- How do you

do?

How are you doing?

--- How are you doing?

(↓)How’re ya doin?

---- How’re ya doin?

初めまして。

----初めまして。

今日は。

---- 今日は。

(↓)コンチハ。

---- コンチハ。

（⇔）Nice to meet you.

---- Nice to meet you.

こんにちは。

（会えてうれしいです。）

(↓)Nice meetin’ ya.

---- Nice meetin’ ya.

こんにちは。

（会えてうれしいよ。）

2. Nice to meet you. I am

William Shakespeare.

What is your name?

--- I am Bill Clinton.

Nice to meet you too.

こんにちは。ウィリアム・シェークスピ

アです。あなた（のお名前）は？

---- ビル＝クリントンです。こんにち

は。

his name? / her name?

彼の 彼女の

their name? / my name?

彼らの

your friend’s name?

あなたの友人の

the library’s name?

図書館の

3. See you again.

--- See you again.

また、会いましょう。

---- また、会いましょう。

See you later. --- See you too.

また（あとで）ね。---- またね。

See you. ---- You too.

じゃ、また。---- じゃ、また。

(↓)See ya around. --- See ya

around. またな。---- またな。

4. Have a nice trip.
--- Thank you. I will.

楽しいご旅行を！
---- ありがとう。そうします。

a nice time!

楽しいひととき（時間）。

a nice birthday party!

楽しい(素敵な)誕生パーティ

5. Thank you very

much. ---

You are welcome.

ありがとうございます。

----

どういたしまして。

Thanks. --- That’s OK.

ありがとう。--- いいんですよ。

Thanks a lot. --- No problem.

ほんとにありがとう。--- おやすい

ことだよ。

6. Are you ****?
---- Yes, I am.

Is he ****?

---- Yes, he is.

（あなたは）****さんですか？
---- はい、そうです。

彼は****ですか？

----はい、そうです。

Mr. Bush? / Mrs. Rice.

ブッシュさん？ / ライスさん？

Miss. Green-Grass? /

グリーングラスさん？

Ms. Gold-Light?

ゴールドライトさん？

a student? / a manager?

a doctor? / a businessman?
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7. Are you from ****?
---- No, I’m not. I’m

from Korea.

Is she from ****?

---- No, she’s not. She’s

from Vietnam.

（あなたは）****からですか？
---- いいえ、ちがいます。韓国からで

す。

彼女は****からですか？

---- いいえ、違います。ベトナムから

です。

Korea? / Vietnam? / China?

Japan? / England? / France?

Germany? / Swiss? / Italy?

Australia? / New Zealand?

Canada? / Sweden?

8. ----I have ****.

---- I don’t have ****.

I don’t have any money.

But I have a credit

card. Can I use it?

----

I’m sorry. We don’t

accept credit card

here.

****を持っています。

****を持っていません。

a passport. / a key.

a camera. / a ticket.

a bag. / a ballpoint pen.

a good friend. / a nice car.

a bank. / a big restaurant.

a company. / a headache.

cancer. / a cold. / a fever

ガン 風邪 熱

9. Do you ****?
--- No, I don’t. I ****.

Do you play tennis?

---- No, I don’t. I play

soccer.

Did you ****?
---- No, I didn’t. I

****.

Can you ****?

Will you ****?

****（を）しますか？
-----いいえ、しません。****をします。

****（を）しましたか？
---- いいえ、しませんでした。****を

しました。

eat breakfast? / drink coffee?

eat dinner? / see that movie?

read the newspaper?

listen to him? / go for a walk.

彼の話を聞きます

meet her? / study harder?

Smoke cigarettes?

gamble much? / drink alcohol?

よくギャンブルします

make it up with him?

仲直りします

break up with her?

別れます

10. I’d like ****.

I want ****.

I need ****.

****がほしいんですが。

****がほしい。

****が必要だ。

this book. / this one.

that car. / that one.

mineral water. / some wine.

an interpreter. / a newspaper.

this job. / this opportunity.
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11. I’d like to ****.

(= I would like to

****.)

I want to ****.

I need to ****.

I have to ****.

I should ****.

****（が）したいんですが。

****がしたい。

****する必要がある。

****しなければならない。

****すべきだ。

open a store. / think about it.

check it. / go to the airport.

put on some make-up.

change my schedule.

exchange some money.

make a call. / meet her.

talk with you. /

go shopping. / go sightseeing.

12. I wouldn’t like to

****.

(=I would not like

to ****.)

I don’t want to ****.

I don’t have to ****.

I don’t need to ****.

I should not ****.

****したくないんですが。

****がしたくない。

****しなくてもいい。

****する必要はない。

****すべきでない。

tell you this. / do this.

call him. / break up with him.

marry her. / go to England.

quit the company.

会社をやめる

lose that job.

あの仕事を失う

be late. / apologize to her.

謝罪する

eat out. / study together.

go back to New York.

13. Please ****.

You must ****.

You should ****.

You have to ****.

I want you to ****.

I’d like you to ****.

****してください。

****しなければだめだ。

****すべきですよ。

****しなければならない。

****（あなたに）してほしい。

****（あなたに）してほしいのですが。

win the game. / come see me.

試合に勝つ 会いに来る

help me. / call a taxi.

show me around town.

街を案内する

carry my baggage.

荷物を運ぶ

send me an e-mail.

wait a secnod.

少し待つ

give me a big discount.

まけてくれる

think about me.

pay this for me.

私のために支払う

go to America for me.

私の代わりにアメリカに行く
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14. What time ****.

When ****?

What ****?

Where ****?

Why ****?

How ****?

何時に****？

いつ****?

何を****?

どこで****?

なぜ****?

どのように****?

shall we start?

始めましょうか？

shall we meet?

会いましょうか？

shall we be back?

もどりましょうか？

will the shop open?

店は開くでしょうか・

will the shop close.

店は閉まるでしょうか？

do you get up?

起きますか？

do you go to bed?

寝ますか？

do they have breakfast?

5 When you believe

by Mariah Carey

Many nights we pray

with no proof anyone could hear

in our hearts a hopeful song

we barely understood.

Now we are not afraid,

although we know there’s much to fear.

We were moving mountains long

before we know we could.

There can be miracles

when you believe.

Though hope is frail,

it’s hard to kill.

Who knows what miracles

you can achieve?

When you believe,

somehow you will.

You will when you believe.

In this time of fear,

when prayer so often proves in vain.

Hope seems like the summer birds

too swiftly flown away.

Yet now I am standing here.

My heart’s so full, I can’t explain,

seeking faith and speaking words

I never thought I’d say.

There can be miracles,

when you believe (when you believe).

Though hope is frail,

it’s hard to kill.

Who knows what miracles

you can achieve (You can achieve)?

When you believe,

somehow you will.

You will when you believe.

They don’t always happen when you ask

and it’s easy to give in to your fear.

But when you’re blinded by your pain,

can’t see your way safe through the rain,

thought of a still resilient voice

says love is very near.

There can be miracles (miracles),

when you believe (when you believe).

Though hope is frail,

it’s hard to kill.

Who knows what miracles

you can achieve (you can achieve)?

When you believe,

somehow you will.

You will when you believe.

You will when you believe.

You will when you believe.

Just believe.

You will when you believe.
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PracticePracticePracticePractice makesmakesmakesmakes perfect.perfect.perfect.perfect. TakeTakeTakeTake itititit easy!easy!easy!easy! ⑤⑤⑤⑤

(↑)polite ・丁寧 （⇔）socially ・標準的関係 (↓)friendly ・友人同士

****

1. Is this yours?

---- No, it isn’t.

That is mine.

Then, Whose is this?

--- It is ****.

これはあなたのですか？

----いいえ、ちがいますよ。

あれが私の（もの）です。

それでは、これは誰の（もの）ですか？

----**** の（もの）ですよ。

your suitcase? / his.

your clothes? / hers.

your ballpoint pen? / Tom’s.

your school? / theirs.

2. Excuse me. Is there a

bank around here?

---- Yes, there is.

There’s **** over

there.

How about a post office?

---- No, there isn’t.

There isn’t ****.

すみません。この辺に銀行はあります

か？

---- はい、ありますよ。向こうに

****がありますよ。

郵便局はどうですか？

---- いいえ、ありませんよ。****はあ

りません。

a supermarket? / a bookstore?

a hotel? / a drugstore?

a clinic? / a department store?

a convenience store?

a library? / a station?

a university?

3. (A) How much is

****?

--(B)It’s ninety

dollars.

(A) Expensive! Please

give me a discount.

--(B)How about eighty

dollars?

(A) Okay. Thanks.

(A) ****はいくらですか？

--(B) 90 ドルですよ。

(A) 高いよ！ちょっと安くしてくださ

いよ。

--(B) ８０ドルではどうですか？

(A)いいですよ。ありがとう。

this? / ten dollars.

that clothe? / twenty dollars.

this clothe? / thirty dollars.

these all? / forty dollars.

that watch? / fifty dollars.

that computer? / six hundred

dollars.

that car? / seven thousand

dollars.

4. Excuse me. Does this

bus go to Nagoya?

---No, it doesn’t.

It goes to ****.

すみません。このバスは名古屋に

行きますか？。

---- いいえ、行きません。

****に行きます。

this train / Hiroshima.

this subway / Umeda.

this airplane / New York.

this ship / Hokkaido.

this express bus / Kyushu.

高速バス
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5. I’ll get out here.

How much is it?

--- All right. It’ll be

9 dollars.

(A) Please keep the

change.

(A)ここで下りますよ。いくら

ですか？

---- (B) はい。９ドルになります。

(A) お釣りはとっておいてください。

at the next signal.

at the next crossing.

次の交差点

around the corner.

角のあたりで

in front of the bank.

over there.

6. (A) How many

members are there

in your family?
--(B) Five. My wife,

three children and I.

How about you?

(A) There are three. My

grandfather, my husband

and I.

(A) ご家族は何人ですか？

-- (B) ５人です。妻と子供３人に私で

す。あなたは？

(A) ３人です。祖父と主人と私です。

employees / in this company?

students / in this college?

workers / at this station?

public officials / in your

country?

doctors / in that hospital?

people / in this city?

7. (A) Excuse me. How much

is this glass?

--(B) It is 5,000

dollars.

(A) Why is it so

expensive?
--(B) Because it is

imported.

(A) すみません。このグラスはいくらで

すか？

---- (B) 5,000 ドルですよ。

(A) なぜ、そんなに高いんで

すか？
---- (B) 輸入品だからです。

1s he so bad?

are you so late?

are they so angry?

are you thnking that way?

is he apologizing to her?

is she refusing your offer?

are they laughing?

crying? smiling? singing?

8. How fast is the

car?
---- It’s the fastest in

the world.

その車はどのくらい速いんで

すか？
---- 世界で一番速いんですよ。

high is the mountain?

heavy is the bag?

hot is the bath?

expensive was the diamond?

important was that person?

big was the company?

long was the bridge?
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9. How long does it

take to drive to

Tokyo?
--- It takes about 9

hours.

東京まで運転して、どのくら

い時間がかかりますか？

-----９時間くらいです。

by airplane?

飛行機で

to walk there?

そこまで歩いて

to run to the airport?

空港まで走って

10. What kind of

sports do you

like?
---- I like soccer.

どんなスポーツが好きです

か？

----- サッカーが好きです。

colors / white, green,

yellow, black, red,

gray, blue, pink,

purple, orange

food / Korean food

sports / tennis, baseball

seasons / spring, summer,

fall, winter

11. Sorry. Would you

wait for a moment?
---- OK. Please take

your time.

Please wait a moment?

すみません。少し待ってもら

えませんか？
---- いいですよ。ゆっくりしてくださ

い。

どうか、少し、待ってください。

take a picture? /

press the button? /

carry the baggage? /

speak more slowly? /

say that again? /

close the window?

12. Excuse me. Would

you tell me how to

get to the hotel?
---- Yes. Go straight

along street and it’s on

your right.

Would you tell me what

to do?

Would you tell me when

to call?

Would you tell me who to

meet?

Would you tell me where

to go?

すみません。ホテルにどうや

って行くのか教えてもらえま

せんか？
---- いいですよ。この道をまっすぐ行

って、右側にありますよ。

何をするのか教えてもらえませんか？

いつ電話するのか教えてもらえません

か？

誰に会うのか教えてもらえませんか？

どこへ行くのか教えてもらえません

か？

how to open the door? /

how to say this in English? /

how to apologize to her? /

say that again? /

how to use this copying machine?

how to use a vending machine? /

what to present for his birthday?

when to call him? /

who to meet at the meeting? /

where to meet the manager? /
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13. How can I live on

without money?

---- Don’t worry about

it. You can live on with

love.

I need nothing if you

are with me.

お金がなくて、どうして生き

て行けますか？

---- 心配しないで。愛があれば、生き

て行けますよ。

succeed without working hard?

live on without water? /

live on without good heart? /

live on without work? /

study English? /

get in touch with you? /

be happy without him? /

be sad with you? /

⑯ love story by oscar

Where do I begin

to tell a story of how great a love can be?

the sweet love story that is older than the

sea

the simple truth about the love she brings

to me

Where do I start?

With her first hello,

she gave a meaning to this empty world of

mine.

There'd never be another love,

another time.

She came into my life and made the living

fine.

she fills my heart,

she fills my heart

with very special things,

with angel songs,

with wild imaginings.

She fills my soul with so much love

that anywhere I go

I'm never lonely.

With her along who could be lonely?

I reach for her hand,

it's always there.

How long does it last?

Can love be measured by the hours in a day?

I have no answers now but this much I can say:

I know I'll need her till the stars all burn away

and she'll be there.

How long does it last?

Can love be measured by the hours in a day?

I have no answers now but this much I can say:

I know I'll need her till the stars all burn away

and she'll be there.
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CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca bybybyby BertieBertieBertieBertie HigginsHigginsHigginsHiggins

I fell in love with you watching

Casablanca.

Back row at the driving show in the

flickering light.

Pop-corn and cokes beneath the stars

became champagne and caviar,

making love on the long hot summer's night.

I thought you fell in love with me watching

Cassablanca.

Holding hands beneath the paddle fans in

Rick's candle-lit cafe.

Hiding in the shadows from the spots,

in rocky moonlight in your arms,

making magic in the movie in my old

Chevrolet.

Oh a kiss is still a kiss In Casablanca.

A kiss is not a kiss without Ur sigh.

Please come back to me In Casablanca.

I love you more and more each day

as time goes by.

I guess there're many broken hearts In

Casablanca.

You know I've never really been there,

so I don't know.

I guess our love story will never be seen

on the big wide silver screen,

but it hurt just as badly when I had to watch

you go.

Oh, a kiss is still a kiss In Casablanca.

A kiss is not a kiss without your sigh.

Please come back to me In Casablanca.

I love you more and more each day as time

goes by.

Oh, a kiss is still a kiss In Casablanca.

A kiss is not a kiss without your sigh.

Please come back to me In Casablanca.

I love you more and more each day as time

goes by.

I love you more and more each day as time

goes by.

EternalEternalEternalEternal flameflameflameflame bybybyby BanglesBanglesBanglesBangles

Close your eyes,

give me your hand, darlin’.

Do you feel my heart beating?

Do you understand? Do you feel the same?

Am I only dreaming?

Is this burning an eternal flame?

I believe it’s meant to be, darlin’.

I watch you when you are sleeping.

You belong with me.

Do you feel the same?

Am I only dreaming?

Or is this burning (burning) an eternal flame?

Say my name.

Sun shines through the rain,

a whole life so lonely.

And then you come and ease the pain.

I don’t want to lose this feeling, oh!

Say my name.

Sun shines through the rain,

a whole life so lonely.

And then you come and ease the pain.

I don’t want to lose this feeling, oh!

Close your eyes. Give me your hand.

Do you feel my heart beating.

Do you understand? Do you feel the same?

Am I only dreaming?

Is this burning an eternal flame?

Close your eyes,

give me your hand, darlin’.

Do you feel my heart beating?

Do you understand? Do you feel the same?

Am I only dreaming?

Is this burning an eternal flame?

Close your eyes,

give me your hand, darlin’.

Do you feel my heart beating?

Do you understand? Do you feel the same?

Am I only dreaming?

Is this burning an eternal flame?

Close your eyes,

give me your hand, darlin’.

Do you feel my heart beating?

Do you understand? Do you feel the same?

Am I only dreaming?

Is this burning an eternal flame?
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RealityRealityRealityReality bybybyby RRRRichardichardichardichard SandersonSandersonSandersonSanderson

Met you by surprise I didn't realize

That my life would change forever

Saw you standing there

I didn't know I cared

There was something special in the air

Dreams are my reality

The only kind of real fantasy

Illusions are a common thing

I try to live in dreams

It seems as if it's meant to be

Dreams are my reality

A different kind of reality

I dream of loving in the night

And loving seems alright

Although it's only fantasy

If you do exist, honey don't resist.

Show me a new way of loving.

Tell me that it’s true, show me what to do.

I feel something special about you.

Dreams are my reality,

the only kind of reality.

May be my foolishness has past

And may be now at last

I'll see how a real thing can be.

Dreams are my reality,

a wondrous world where I like to be.

I dream of holding you all night and holding

you seems right.

Perhaps that's my reality.

Met you by surprise I didn't realize

that my life would change forever.

Tell me that it's true, feelings that are

cue.

I feel something special about you.

Dreams are my reality,

a wondrous world where I like to be.

Illusions are a common thing.

Try to live in dreams

although it's only fantasy.

Dreams are my reality.

I like to dream of you close to me.

I dream of loving the night

and loving you seem right.

Perhaps that's my reality.

SoSoSoSo happyhappyhappyhappy togethertogethertogethertogether bybybyby turtlesturtlesturtlesturtles

Imagine me and you, I do

I think about you day and night, it's only right

To think about the girl you love and hold her

tight

So happy together

If I should call you up, invest a dime

And you say you belong to me and ease my mind

Imagine how the world could be, so very fine

So happy together

I can't see me lovin' nobody but you

For all my life.

When you're with me, baby the skies'll be blue

For all my life.

Me and you and you and me

No matter how they toss the dice, it has to be.

The only one for me is you, and you for me,

So happy together

I can't see me lovin' nobody but you

For all my life.

When you're with me, baby the skies'll be blue

For all my life.

Me and you and you and me

No matter how they toss the dice, it has to be.

The only one for me is you, and you for me,

So happy together.

Ba-ba-ba-ba ba-ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-ba

Ba-ba-ba-ba ba-ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-ba

Me and you and you and me

No matter how they toss the dice, it has to be.

The only one for me is you, and you for me,

So happy together.

So happy together.

How is the weather,

So happy together.

We're happy together,

So happy together.

Happy together,

So happy together.

So happy together.

(ba-ba-ba-ba ba-ba-ba-ba)
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ホテル・レストラン・デパート・スーパー・美容・理髪・その他サービス業ホテル・レストラン・デパート・スーパー・美容・理髪・その他サービス業ホテル・レストラン・デパート・スーパー・美容・理髪・その他サービス業ホテル・レストラン・デパート・スーパー・美容・理髪・その他サービス業

PracticePracticePracticePractice makesmakesmakesmakes perfect.perfect.perfect.perfect. TakeTakeTakeTake itititit easy!easy!easy!easy! ⑥⑥⑥⑥ atatatat RestaurantsRestaurantsRestaurantsRestaurants

Track 59 --- 72

レストランでレストランでレストランでレストランで atatatat aaaa restaurantrestaurantrestaurantrestaurant

(1)(1)(1)(1) ♪♪♪♪ 待って頂（いただ）く待って頂（いただ）く待って頂（いただ）く待って頂（いただ）く ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ AskingAskingAskingAsking customerscustomerscustomerscustomers totototo waitwaitwaitwait ♪♪♪♪

店員店員店員店員 ：：：：いらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいませ。。。。何名様ですか？何名様ですか？何名様ですか？何名様ですか？

お客様：４人です。

店員店員店員店員 ：：：：ただいまただいまただいまただいま、、、、満席ですので満席ですので満席ですので満席ですので、、、、20202020 分程分程分程分程、、、、

お待ち頂くことになりますがお待ち頂くことになりますがお待ち頂くことになりますがお待ち頂くことになりますが。

お客様：ええ、結構です。

店員店員店員店員 ：：：：それではそれではそれではそれでは、、、、こちらにお名前をお書きこちらにお名前をお書きこちらにお名前をお書きこちらにお名前をお書き

になって、お待ちください。になって、お待ちください。になって、お待ちください。になって、お待ちください。

CCCClerklerklerklerk :::: GoodGoodGoodGood evening.evening.evening.evening. HowHowHowHow manymanymanymany peoplepeoplepeoplepeople inininin youryouryouryour party?party?party?party?

Customer: Four people.

CCCClerklerklerklerk :::: ItItItIt willwillwillwill taketaketaketake aboutaboutaboutabout twentytwentytwentytwenty minutesminutesminutesminutes totototo bebebebe

seated.seated.seated.seated.

Customer: OK. We’ll wait.

CCCClerklerklerklerk :::: AllAllAllAll right.right.right.right. PleasePleasePleasePlease writewritewritewrite youryouryouryour namenamenamename herehereherehere andandandand

waitwaitwaitwait totototo bebebebe called.called.called.called.

(2)(2)(2)(2) ♪♪♪♪ 席に案内する席に案内する席に案内する席に案内する ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ ShowingShowingShowingShowing customerscustomerscustomerscustomers totototo thethethethe tabletabletabletable ♪♪♪♪

店員店員店員店員 ：：：：４名でお待ちのジョンソン様４名でお待ちのジョンソン様４名でお待ちのジョンソン様４名でお待ちのジョンソン様、、、、お待お待お待お待

たせしました。たせしました。たせしました。たせしました。

お客様：はい。（私たちです。）

店員店員店員店員 ：：：：お席にご案内致しますお席にご案内致しますお席にご案内致しますお席にご案内致します。。。。足元にお気足元にお気足元にお気足元にお気

をつけください。をつけください。をつけください。をつけください。

お客様：どうも。

CCCClerklerklerklerk :::: Johnson,Johnson,Johnson,Johnson, partypartypartyparty ofofofof 4.4.4.4. YourYourYourYour tabletabletabletable isisisis ready.ready.ready.ready.

Customer: That’s us.

CCCClerklerklerklerk :::: IIII’llllllll showshowshowshow youyouyouyou totototo youryouryouryour table.table.table.table. WatchWatchWatchWatch youryouryouryour step.step.step.step.

Customer: Thank you.

(3)(3)(3)(3) ♪♪♪♪ 飲み物の注文を聞く飲み物の注文を聞く飲み物の注文を聞く飲み物の注文を聞く ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ TTTTakingakingakingaking ordersordersordersorders forforforfor drinksdrinksdrinksdrinks ♪♪♪♪

店員店員店員店員 ：：：： こちらのテーブルを担当させていこちらのテーブルを担当させていこちらのテーブルを担当させていこちらのテーブルを担当させてい

ただきます。山田と申します。先ただきます。山田と申します。先ただきます。山田と申します。先ただきます。山田と申します。先

にお飲み物のご注文を承（うけたにお飲み物のご注文を承（うけたにお飲み物のご注文を承（うけたにお飲み物のご注文を承（うけた

まわ）りますが。まわ）りますが。まわ）りますが。まわ）りますが。

お客様： バドワイザーを４つ。

店員店員店員店員 ：：：： 畏（かしこ）まりました。すぐに畏（かしこ）まりました。すぐに畏（かしこ）まりました。すぐに畏（かしこ）まりました。すぐに

お持ち致します。お持ち致します。お持ち致します。お持ち致します。

CCCClerklerklerklerk :::: MyMyMyMy namenamenamename isisisis Yamada.Yamada.Yamada.Yamada. IIII willwillwillwill bebebebe youryouryouryour serverserverserverserver

tonight.tonight.tonight.tonight. IIII’llllllll taketaketaketake youryouryouryour drinkdrinkdrinkdrink orderorderorderorder first.first.first.first.

Customer: Four cans of Budweiser, please.

CCCClerklerklerklerk :::: Certainly.Certainly.Certainly.Certainly. IIII’llllllll bringbringbringbring itititit totototo youyouyouyou rightrightrightright away.away.away.away.

(4)(4)(4)(4) ♪♪♪♪ 料理の注文を聞く料理の注文を聞く料理の注文を聞く料理の注文を聞く ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ TTTTakingakingakingaking ordersordersordersorders forforforfor foodsfoodsfoodsfoods ♪♪♪♪

店員店員店員店員 ：：：： バドワイザーになります。料理のバドワイザーになります。料理のバドワイザーになります。料理のバドワイザーになります。料理の

ご注文はお決まりになりましたかご注文はお決まりになりましたかご注文はお決まりになりましたかご注文はお決まりになりましたか。。。。

お客様： はい。和風ハンバーガーセットを

一つ。

店員店員店員店員 ：：：： パンかライスをお選び頂けますパンかライスをお選び頂けますパンかライスをお選び頂けますパンかライスをお選び頂けます

か？か？か？か？

お客様： パンを。

店員店員店員店員 ：：：： 畏まりました。畏まりました。畏まりました。畏まりました。

CCCClerklerklerklerk :::: HereHereHereHere areareareare youryouryouryour Budweisers.Budweisers.Budweisers.Budweisers. AreAreAreAre youyouyouyou readyreadyreadyready totototo

orderorderorderorder youryouryouryour meal?meal?meal?meal?

Customer: Yes, I’d like a Japanese Hamburger Steak Set.

CCCClerklerklerklerk :::: WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike breadbreadbreadbread orororor ricericericerice withwithwithwith that?that?that?that?

Customer: Bread, please.

CCCClerklerklerklerk :::: Certainly.Certainly.Certainly.Certainly.
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お客様： それから、アサリのスパゲティー

を２つ。あと、きのこそばを一つ。

店員店員店員店員 ：：：： 温かいのと冷たいのがございます温かいのと冷たいのがございます温かいのと冷たいのがございます温かいのと冷たいのがございます

が。が。が。が。

お客様： 温かいのを。

店員店員店員店員 ：：：： 以上で宜（よろ）しいですか？以上で宜（よろ）しいですか？以上で宜（よろ）しいですか？以上で宜（よろ）しいですか？

お客様： はい。（それでみんなです。）

店員店員店員店員 ：：：：ご注文を繰り返しますご注文を繰り返しますご注文を繰り返しますご注文を繰り返します。。。。…………....

Customer: And 2 clam spagettis and a soba with

mushrooms.

CCCClerklerklerklerk :::: WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike thatthatthatthat hothothothot orororor cold?cold?cold?cold?

Customer: Hot, please.

CCCClerklerklerklerk :::: WillWillWillWill thatthatthatthat bebebebe all?all?all?all?

Customer: That’s all.

CCCClerklerklerklerk :::: IIII’llllllll repeatrepeatrepeatrepeat youryouryouryour order.order.order.order. AAAA JapaneseJapaneseJapaneseJapanese HamburgerHamburgerHamburgerHamburger

SteakSteakSteakSteak SetSetSetSet、、、、2222 clamclamclamclam spaghettisspaghettisspaghettisspaghettis andandandand oneoneoneone hothothothot sobasobasobasoba

withwithwithwith mushrooms.mushrooms.mushrooms.mushrooms.

(5)(5)(5)(5) ♪♪♪♪ 追加の注文を聞く追加の注文を聞く追加の注文を聞く追加の注文を聞く ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ TakingTakingTakingTaking extraextraextraextra ordersordersordersorders ♪♪♪♪

店員店員店員店員 ：：：： お下げして宜しいですか？お下げして宜しいですか？お下げして宜しいですか？お下げして宜しいですか？

お客様：はい。

店員店員店員店員 ：：：： コーヒーのお代わりは如何（いかコーヒーのお代わりは如何（いかコーヒーのお代わりは如何（いかコーヒーのお代わりは如何（いか

が）ですか？が）ですか？が）ですか？が）ですか？

お客様： ええ、お願いします。

店員店員店員店員 ：：：： ラストオーダーになりますが、ごラストオーダーになりますが、ごラストオーダーになりますが、ごラストオーダーになりますが、ご

注文の追加はございますか？注文の追加はございますか？注文の追加はございますか？注文の追加はございますか？

お客様：いいえ、ありません。

CCCClerklerklerklerk :::: CanCanCanCan IIII clearclearclearclear thisthisthisthis forforforfor you?you?you?you?

Customer: Yes.

CCCClerklerklerklerk :::: WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike somesomesomesome moremoremoremore coffee?coffee?coffee?coffee?

Customer: Yes, please.

CCCClerklerklerklerk :::: ItItItIt’ssss timetimetimetime forforforfor lastlastlastlast call.call.call.call. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike

anythinganythinganythinganything else?else?else?else?

Customer: No, thank you.

♪♪♪♪ ファスト・フード店でファスト・フード店でファスト・フード店でファスト・フード店で ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ atatatat aaaa fastfoodfastfoodfastfoodfastfood shopshopshopshop ♪♪♪♪

1.1.1.1.

店員店員店員店員 ：：：： いらっしゃいませ。ご注文をどういらっしゃいませ。ご注文をどういらっしゃいませ。ご注文をどういらっしゃいませ。ご注文をどう

ぞ。ぞ。ぞ。ぞ。

お客様： はい。チーズバーガー一つと、チ

キン・フィレ・サンドイッチを一つ。

店員店員店員店員 ：：：： チーズバーガーをお一つと、チキチーズバーガーをお一つと、チキチーズバーガーをお一つと、チキチーズバーガーをお一つと、チキ

ンンンン・・・・フィレフィレフィレフィレ・・・・サンドイッチをお一つサンドイッチをお一つサンドイッチをお一つサンドイッチをお一つ。。。。

サイドメニューは如何ですか？サイドメニューは如何ですか？サイドメニューは如何ですか？サイドメニューは如何ですか？

お客様： ええと、フライドポテトのＭを一

つ。

CCCClerklerklerklerk :::: GoodGoodGoodGood afternoon.afternoon.afternoon.afternoon. MayMayMayMay IIII taketaketaketake youryouryouryour order?order?order?order?

Customer: Yes. One cheeseburger and 1 chicken fillet

sandwich, please.

CCCClerklerklerklerk :::: OneOneOneOne cheeseburgercheeseburgercheeseburgercheeseburger andandandand 1111 chickenchickenchickenchicken filletfilletfilletfillet

sandwich.sandwich.sandwich.sandwich. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike anythinganythinganythinganything else?else?else?else?

Customer: And 1 medium French fries.

2.2.2.2.

店員店員店員店員 ：：：： フライドポテトのＭサイズをお一フライドポテトのＭサイズをお一フライドポテトのＭサイズをお一フライドポテトのＭサイズをお一

つつつつ。。。。プラスプラスプラスプラス 100100100100 円で円で円で円で、、、、お飲み物をおお飲み物をおお飲み物をおお飲み物をお

付けできますが。付けできますが。付けできますが。付けできますが。

お客様： じゃあ、コーヒーを。

店員店員店員店員 ：：：： ホットになさいますか、アイスにホットになさいますか、アイスにホットになさいますか、アイスにホットになさいますか、アイスに

なさいますか？なさいますか？なさいますか？なさいますか？

お客様： アイスで。

店員店員店員店員 ：：：： 以上で宜しいですか？以上で宜しいですか？以上で宜しいですか？以上で宜しいですか？

お客様： はい。・

CCCClerklerklerklerk :::: OneOneOneOne mediummediummediummedium FrenchFrenchFrenchFrench fries.fries.fries.fries. ForForForFor anananan extraextraextraextra 100100100100 yen,yen,yen,yen,

youyouyouyou cancancancan havehavehavehave aaaa drink.drink.drink.drink.

Customer: A coffee, please.

CCCClerklerklerklerk :::: WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike itititit hothothothot orororor iced?iced?iced?iced?

Customer: Iced.

CCCClerklerklerklerk :::: WillWillWillWill thatthatthatthat bebebebe all?all?all?all?

Customer: Yeah.
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3.3.3.3.

店員店員店員店員 ：：：： こちらでお召し上がりですか？こちらでお召し上がりですか？こちらでお召し上がりですか？こちらでお召し上がりですか？

お客様： ええ、食べて行きます。

店員店員店員店員 ：：：： チキンチキンチキンチキン・・・・フィレフィレフィレフィレ・・・・サンドイッチはサンドイッチはサンドイッチはサンドイッチは、、、、

３分程３分程３分程３分程、、、、お待ち頂くことになりますお待ち頂くことになりますお待ち頂くことになりますお待ち頂くことになります

が。が。が。が。

お客様： いいですよ。

店員店員店員店員 ：：：： 745745745745 円になります。円になります。円になります。円になります。

お客様： はい。（どうぞ。）

店員店員店員店員 ：：：： 745745745745 円ちょうど円ちょうど円ちょうど円ちょうど、、、、お預かりしますお預かりしますお預かりしますお預かりします。。。。

レシートのお返しですレシートのお返しですレシートのお返しですレシートのお返しです。。。。少々お待ち少々お待ち少々お待ち少々お待ち

ください。ください。ください。ください。

チーズバーガー、ポテトのＭサイチーズバーガー、ポテトのＭサイチーズバーガー、ポテトのＭサイチーズバーガー、ポテトのＭサイ

ズ、アイスコーヒーです。チキンズ、アイスコーヒーです。チキンズ、アイスコーヒーです。チキンズ、アイスコーヒーです。チキン・・・・

フィレフィレフィレフィレ・・・・サンドイッチはすぐに出来サンドイッチはすぐに出来サンドイッチはすぐに出来サンドイッチはすぐに出来

上がります上がります上がります上がります。。。。あとでお席までお持ちあとでお席までお持ちあとでお席までお持ちあとでお席までお持ち

致します。致します。致します。致します。

CCCClerklerklerklerk :::: ForForForFor herehereherehere orororor totototo go?go?go?go?

Customer: I’ll eat here.

CCCClerklerklerklerk :::: CouldCouldCouldCould youyouyouyou waitwaitwaitwait forforforfor aboutaboutaboutabout 3333 minutesminutesminutesminutes untiluntiluntiluntil youryouryouryour

chickenchickenchickenchicken filletfilletfilletfillet sandwichsandwichsandwichsandwich isisisis ready?ready?ready?ready?

Customer: OK.

CCCClerklerklerklerk :::: ItItItIt comescomescomescomes totototo 745745745745 yen.yen.yen.yen.

Customer: Here.

CCCClerklerklerklerk :::: Perfect.Perfect.Perfect.Perfect. ThankThankThankThank you.you.you.you. HereHereHereHere isisisis youryouryouryour receiptreceiptreceiptreceipt....

JustJustJustJust aaaa moment,moment,moment,moment, please.please.please.please.

HereHereHereHere isisisis youryouryouryour cheeseburger,cheeseburger,cheeseburger,cheeseburger, mediummediummediummedium FrenchFrenchFrenchFrench

friesfriesfriesfries andandandand icedicedicediced coffee.coffee.coffee.coffee. YourYourYourYour chickenchickenchickenchicken filletfilletfilletfillet

sandwichsandwichsandwichsandwich willwillwillwill bebebebe readyreadyreadyready soon.soon.soon.soon. IIII’llllllll bringbringbringbring itititit totototo

youryouryouryour table.table.table.table.

4.4.4.4.

店員店員店員店員 ：：：： お待たせ致しました。チキン・フお待たせ致しました。チキン・フお待たせ致しました。チキン・フお待たせ致しました。チキン・フ

ィレ・サンドイッチになります。ィレ・サンドイッチになります。ィレ・サンドイッチになります。ィレ・サンドイッチになります。

お客様： どうも。すみませんが、トイレは

どこですか？

店員店員店員店員 ：：：：トイレはここを真っ直ぐに行ってトイレはここを真っ直ぐに行ってトイレはここを真っ直ぐに行ってトイレはここを真っ直ぐに行って、、、、

右手にございます。右手にございます。右手にございます。右手にございます。

お客様： 真っ直ぐ行って、右ですね。分か

りました。

CCCClerklerklerklerk :::: IIII’mmmm sorrysorrysorrysorry totototo havehavehavehave keptkeptkeptkept youyouyouyou waiting.waiting.waiting.waiting. HereHereHereHere isisisis

youryouryouryour chickenchickenchickenchicken filletfilletfilletfillet sandwich.sandwich.sandwich.sandwich.

Customer: Thanks. Excuse me, where is the restroom?

CCCClerklerklerklerk :::: GoGoGoGo straight,straight,straight,straight, andandandand thethethethe retroomretroomretroomretroom isisisis onononon thethethethe right.right.right.right.

Customer: Go straight and on the right. OK, thank you.

♪♪♪♪ 店員さんのための英語店員さんのための英語店員さんのための英語店員さんのための英語 ♪♪♪♪
TrackTrackTrackTrack 2222

1. 相席相席相席相席（（（（あいせきあいせきあいせきあいせき））））でもよろしいですか？ 1. Would you mind sharingsharingsharingsharing youryouryouryour table?table?table?table?

2. 13131313 日以降日以降日以降日以降（（（（いこういこういこういこう））））でしたら、空（あ）

いております。

＊５日以降でしたら、大丈夫です。

2. We have rooms available afterafterafterafter thethethethe twelfttwelfttwelfttwelfth.

* We are available after the fifth.

3. 足元にお気をつけくださいお気をつけくださいお気をつけくださいお気をつけください。

＊頭 ＊口

3. WatchWatchWatchWatch your step.

*head. *mouth

4. 2000 円、お預かりします。 4. Out of 2,000.

TrackTrackTrackTrack 3333

1. 温かいのと冷たいのがございますが。 1. Would you like that hot or cold?

*Would you prefer it, hot or cold?

2. 熱かったらおっしゃってください。 2. Please tell me if the water is too hot.

3. 宛名（あてな宛名（あてな宛名（あてな宛名（あてな）は如何（いかが）致し

ますか？

3. WhatWhatWhatWhat namenamenamename should I write down on the receipt?

4. 有難うございました。お気をつけて。
（楽しい一日を）。

4. Thank you very much. Have a nice day.

*Have a nice night.
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TrackTrackTrackTrack 4444

1. 何か何か何か何かアレルギーはありますか？ 1. Are you allergic to anythinganythinganythinganything?

2. いかがですか？ 2. How do you like it?

3. 以上で以上で以上で以上でよろしいですか？

＊それでよろしいでしょうか？

3. Will that bebebebe allallallall?

*Will that be right? * Will that be OK?

4. 以前に当店をご利用くださったことは

ありますか？

4. Have you come to our restaurant before?

*Hotel? * Salon? * Shop?

TrackTrackTrackTrack 5555

1. お急ぎですか？ 1. Would you like a rush order on this?

2. いつもお使いのものいつもお使いのものいつもお使いのものいつもお使いのものはありますか？

＊どのブランドをお使いですか？

＊お好みのブランドはございますか？

2. Do you have aaaa brandbrandbrandbrand youyouyouyou usuallyusuallyusuallyusually useuseuseuse?

*Which brand do you usually use?

*Do you have a favorite brand?

3. いらっしゃいませ。 3. Good morning. May I help you?

*Good afternoon. * Good evening.

4. 印鑑かサインサインサインサインをお願いします。 4. Could I have your seal or signaturesignaturesignaturesignature?

*May I have youryouryouryour signaturesignaturesignaturesignature here, please?

TrackTrackTrackTrack 6666

1. 飲食物の持ち込みはご遠慮ご遠慮ご遠慮ご遠慮頂いており

ます。

1. I’m sorry. Food is notnotnotnot allowedallowedallowedallowed in here.

2. 上の者に上の者に上の者に上の者に相談致しますので、少々お待

ちください。

2. I’ll talk to thethethethe managermanagermanagermanager, so please wait.

*Please wait while I speak with the manager.

3. 上着をお預かりします。 3. May I take your coat for you?

TrackTrackTrackTrack 7777

1. 営業時間は 10 時から 8時までです。 1. We are open from 10:00 a.m. to 8 p.m.

2. 奥の奥の奥の奥のエレベーターをご利用ください。

＊向こうのエスカレーター

＊ここの階段

2. Please use the elevator inininin thethethethe backbackbackback.

*the escalator over there

*the stairs here

3. 延滞料延滞料延滞料延滞料を 300 円頂きます。

＊延滞料金

3. There is a 300-yen latelatelatelate feefeefeefee.

*late charge

TrackTrackTrackTrack 8888

1. 250 円のお返しお返しお返しお返しです。 1. Two hundred and fifty yen is youryouryouryour changechangechangechange.

2. お代わりお代わりお代わりお代わりは如何（いかが）ですか？ 2. Would you like anotheranotheranotheranother?

*Would you like some more (coffee)?

3. 贈り物ですか？

*ご自宅用ですか？

3. Is this a gift?

*Is this for yourself?

4. 恐れ入ります。 4. Thank you very much.

TrackTrackTrackTrack 9999

1. お大事に。 1. Take care of yourself.

2. お疲れお疲れお疲れお疲れ様でした。 2. Thank you forforforfor youryouryouryour patiencepatiencepatiencepatience.

3. お待たせお待たせお待たせお待たせ致しました。 3. I’m sorry to havehavehavehave keptkeptkeptkept youyouyouyou waitingwaitingwaitingwaiting.

4. カードとお支払いの控（ひか）えお支払いの控（ひか）えお支払いの控（ひか）えお支払いの控（ひか）えにな

ります。

4. Here is your credit card and youryouryouryour rceiptrceiptrceiptrceipt.

5. こちらのカードは期限切れ（きげんぎ期限切れ（きげんぎ期限切れ（きげんぎ期限切れ（きげんぎ

れ）れ）れ）れ）です。

5. Your credit card hashashashas expiredexpiredexpiredexpired.

6. 申し訳ございませんが、このカードは

ご利用になれませご利用になれませご利用になれませご利用になれません。

6. I’m sorry wewewewe dondondondon’tttt taketaketaketake this credit card.

*accept
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TrackTrackTrackTrack 10101010

1. 会員カードは本日より１年間有効１年間有効１年間有効１年間有効で

す。

1. Your membership card is goodgoodgoodgood forforforfor 1111 yearyearyearyear.

*effective ×member card

2. 会計は別々にお支払い別々にお支払い別々にお支払い別々にお支払いになりますか？ 2. Would you like separateseparateseparateseparate checkscheckscheckschecks?

3. 会計はテーブルでお願い致します。

＊会計はレジでレジでレジでレジでお願い致します。

3. Please pay at your table.

*Please pay atatatat thethethethe cashiercashiercashiercashier boothboothboothbooth.

4. あちらのカウンターでお願い致しま

す。

4. Please go to that counter over there.

TrackTrackTrackTrack 11111111

1. 係りの者係りの者係りの者係りの者がご案内致しますので、少々

お待ちください。

1. SSSSomeoneomeoneomeoneomeone will show you to a table in just a moment.

2. こちらがこちらがこちらがこちらがお部屋の鍵です。 2. HereHereHereHere isisisis your room key.

3. お掛けになってお掛けになってお掛けになってお掛けになって、お待ち下さい。 3. Please havehavehavehave aaaa seatseatseatseat and wait to be called.

*take a seat

4. かしこまりました。 4. Certainly.

*Of course.

TrackTrackTrackTrack 12121212

1. カバーカバーカバーカバーをお掛けしますか？

＊表紙カバー ＊表紙

1. Would you like aaaa bookbookbookbook covercovercovercover for it?

*jacket *cover

2. 髪を流しますのでこちらへどうぞこちらへどうぞこちらへどうぞこちらへどうぞ。

＊リンスする

2. PleasePleasePleasePlease comecomecomecome thisthisthisthis waywaywayway to rinse your hair.

*use conditioner

3. 痒（かゆ）いところはございませんか？ 3. Does your hair feel itchy anywhere?

4. 10,00010,00010,00010,000 円から円から円から円からでよろしいですか？ 4. OutOutOutOut ofofofof 10,00010,00010,00010,000?

5. Ｂ館Ｂ館Ｂ館Ｂ館の７階になります。

＊２号館 ＊西館

5. It’s on the 7th floor in BuildingBuildingBuildingBuilding BBBB.

*Building no.2 * the West Building

TrackTrackTrackTrack 13131313

1. こちらの機械をお使い下さい。 1. You can use this machine.

2. きつくありませんか？ 2. How does it fit?

3. 今日はどのようになさいますか？ 3. How would you like your hair done today?

TrackTrackTrackTrack 14141414

1. ここで靴をお脱ぎお脱ぎお脱ぎお脱ぎください。 1. Please taketaketaketake offoffoffoff your shoes here.

2. 首が苦しく首が苦しく首が苦しく首が苦しくありませんか？ 2. Tell me if thisthisthisthis isisisis uncomfortableuncomfortableuncomfortableuncomfortable.

3. 申し訳ございませんが、クレジットカ

ードはご利用になれません。

＊小切手 ＊商品券

＊トラベラーズ・チェック

3. I’m sorry we don’t accept credit cards.

*checks *gift certificates

*traveler’s checks

TrackTrackTrackTrack 15151515

1. 携帯電話の使用はご遠慮下さいご遠慮下さいご遠慮下さいご遠慮下さい。

＊申し訳ございません。携帯電話の使

用は禁じられています。

＊携帯電話

1. PleasePleasePleasePlease dondondondon’tttt useuseuseuse your cellular phone.

*I’m sorry. Cellular phone use is not allowed here.

*cell phone

2. 環状道路７号線経由経由経由経由でいいですか？ 2. Should we taketaketaketake Beltway seven?

3. 現品現品現品現品になってしまいますが。（よろし

ければ、お求め頂けます。）

3. I’m sorry we only have whatwhatwhatwhat’ssss displayeddisplayeddisplayeddisplayed. (You can

have if you don’t mind.)
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TrackTrackTrackTrack 16161616

1. コーヒーのお代わりコーヒーのお代わりコーヒーのお代わりコーヒーのお代わりはいかがですか？ 1. Would you like somesomesomesome moremoremoremore coffeecoffeecoffeecoffee?

*beer / bread / rice / tea / wagter

2. コーヒーはお代わり自由お代わり自由お代わり自由お代わり自由となっており

ます。

2. Coffee refillsrefillsrefillsrefills areareareare freefreefreefree.

3. こちらでお召し上がりこちらでお召し上がりこちらでお召し上がりこちらでお召し上がりですか？（又は、

お持ち帰りですか？）

3. ForForForFor herehereherehere or to go?

4. こちらです。

*はい、どうぞ。

4. Here it is.

*Here you are. *Here you go.

5. こちらで宜しい宜しい宜しい宜しいですか？ 5. Is this thethethethe correctcorrectcorrectcorrect oneoneoneone?

TrackTrackTrackTrack 17171717

1. こちらにこちらにこちらにこちらになります。 1. HereHereHereHere you are.

2. こちらへどうぞ。

こちらへお越しください。

2. This way, please.

*Come over here, please.

3. このままで宜しいですか？
(袋はご入用でしょうか？)

3. Would you like a bag for this?

4. お好みで、こちらの調味料調味料調味料調味料をお使い下

さい。 ＊この調味料

4. Use these seasoningsseasoningsseasoningsseasonings if you’d like.

*this seasoning

5. ごゆっくりごゆっくりごゆっくりごゆっくりどうぞ。 5. Please make yourself atatatat homehomehomehome.

TrackTrackTrackTrack 18181818

1. こちらをサービスでお付けサービスでお付けサービスでお付けサービスでお付けしておきま

すので。

1. This is aaaa freefreefreefree giftgiftgiftgift for you.

2. あいにく在庫を切らして在庫を切らして在庫を切らして在庫を切らしております。 2. I’m sorry. It’s outoutoutout ofofofof stockstockstockstock right now.

3. 在庫を確認して確認して確認して確認して参ります。 3. I’ll checkcheckcheckcheck our stock.

*catalogue

4. あいにく、このサイズしかこのサイズしかこのサイズしかこのサイズしか在庫がない

のですが。

＊色 / デザイン・柄 / 型・種類

4. I’m sorry. We have onlyonlyonlyonly thisthisthisthis sizesizesizesize.

*color / design / type

5. サイズサイズサイズサイズを測りましょうか？ 5. May I take youryouryouryour measurementsmeasurementsmeasurementsmeasurements?

TrackTrackTrackTrack 19191919

1. サイドメニューはサイドメニューはサイドメニューはサイドメニューは如何ですか？ 1. Would you like anythinganythinganythinganything elselselselse?

2. 何か何か何か何かお探しですか？ 2. May I help you withwithwithwith somethingsomethingsomethingsomething?

3. 先に大きいほう大きいほう大きいほう大きいほうをお返しします。 3. Here are youryouryouryour billsbillsbillsbills first.

*Here is youryouryouryour billbillbillbill first.

4. 先にお飲み物のご注文お飲み物のご注文お飲み物のご注文お飲み物のご注文を承（うけたま

わ）りますが。

4. I’ll take your drinkdrinkdrinkdrink orderorderorderorder first.

*Would you like something to drink first?

5. 先に会計会計会計会計をお願い致します。 5. Please paypaypaypay first.

TrackTrackTrackTrack 20202020

1. お下げしてお下げしてお下げしてお下げして宜しいですか？ 1. Can I clearclearclearclear thisthisthisthis for you?

*Can I clear these for you?

2. 何か雑誌を何か雑誌を何か雑誌を何か雑誌をお持ちしましょうか？ 2. Would you like aaaa magazinemagazinemagazinemagazine totototo readreadreadread?

3. 砂糖とクリームをお使いになります

か？

3. Would you like cream and sugar (with your coffee)?

4. サラダバーはあちらにございますの

で、ご自由にお取りご自由にお取りご自由にお取りご自由にお取りください。

4. The salad bar is over there. Please helphelphelphelp yourselfyourselfyourselfyourself.
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TrackTrackTrackTrack 21212121

1. 仕上がりは明日の夕方明日の夕方明日の夕方明日の夕方になります。

＊10月 25 日の午後４時

1. We’ll have it ready bybybyby tomorrowtomorrowtomorrowtomorrow eveningeveningeveningevening.

*4:00 p.m.,October 25th

2. 少しお時間を頂く少しお時間を頂く少しお時間を頂く少しお時間を頂くことになりますが。 2. That will taketaketaketake somesomesomesome timetimetimetime to do.

3. こちらは試供品試供品試供品試供品です。 3. This is aaaa freefreefreefree samplesamplesamplesample you can have.

4. 試着試着試着試着なさいますか？

＊試食試食試食試食なさいますか？

4. Would you like to trytrytrytry itititit onononon?

＊Would you like to trytrytrytry itititit?

5. 品物です。 5. Here you are.

=Here you go.

TrackTrackTrackTrack 22222222

1. 品物の確認を確認を確認を確認をお願い致します。 1. Please makemakemakemake suresuresuresure everything is there.

2. 申し訳ございませんが、お支払いは現現現現

金でお願い金でお願い金でお願い金でお願い致します。

2. I’m sorry. We only acceptacceptacceptaccept cashcashcashcash.

*This store only takes cash.

3. 終点ですよ。 3. This is the last stop.

4. 終電ですよ。 4. This is the last train.

TrackTrackTrackTrack 23232323

1. こちらの宿泊カードに記入を記入を記入を記入をお願い致

します。 ＊この用紙

1. Please fillfillfillfill inininin this registration card.

*this form

2. 出版社名はおわかりになりますかおわかりになりますかおわかりになりますかおわかりになりますか？ 2. CouldCouldCouldCould youyouyouyou telltelltelltell memememe who published it?

*who wrote it?

3. 乗車券を拝見します拝見します拝見します拝見します。 3. MayMayMayMay IIII checkcheckcheckcheck your train ticket, please?

4. あちらで食券を食券を食券を食券をお買い求め下さい。 4. Please buy aaaa mealmealmealmeal ticketicketicketicket over there first.

5. こちらにご署名こちらにご署名こちらにご署名こちらにご署名下さい。

＊ご署名頂けますでしょうか？

5. SSSSignignignign herehereherehere, please.

*May I have your signature, please?

TrackTrackTrackTrack 24242424

1. スープの濃さはどう致しますか？

＊薄い茶

1. How strong would you like your soup?

*weak tea

2. すぐにすぐにすぐにすぐにお持ち致します。 2. I’ll bring it to you rightrightrightright awayawayawayaway.

*now *soon

3. それでしたら、私はこちらをお薦めしお薦めしお薦めしお薦めし

ます。ます。ます。ます。

3. I would recommendrecommendrecommendrecommend this.

4. （ズボンの）すそ上げはいかが致しまいかが致しまいかが致しまいかが致しま

すか？すか？すか？すか？ ＊スカート

4. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike your pants hemmed?

*skirt

TrackTrackTrackTrack 25252525

1. あちらの精算機精算機精算機精算機で精算してください。 1. Please use thethethethe farefarefarefare adjustmentadjustmentadjustmentadjustment machinemachinemachinemachine over there.

2. この料金は税別です税別です税別です税別です。
=この価格には税金は含まれていません。

2. TaxTaxTaxTax isisisis notnotnotnot includedincludedincludedincluded in the price.

=The price does not include tax.

3. こちらの商品はセール対象外セール対象外セール対象外セール対象外です。

＊売り物ではありません。

3. This item is notnotnotnot onononon salesalesalesale.

*not for sale

4. あとでお席までお席までお席までお席までお持ちします。 4. I’ll bring it totototo youryouryouryour tabletabletabletable later.

*I’ll bring them to your table later.

5. お席でお待ち下さいお席でお待ち下さいお席でお待ち下さいお席でお待ち下さい。ご注文の品が出

来上がりましたら、お呼びします。

5. PleasePleasePleasePlease havehavehavehave aaaa seatseatseatseat. We’ll tell you when your order

is ready.

6. お席にご案内致しますご案内致しますご案内致しますご案内致します。

＊座席（飛行機内・映画館内）

6. IIII’llllllll showshowshowshow youyouyouyou to your table.

*seat
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TrackTrackTrackTrack 26262626

1. すぐにお席をご用意致しますお席をご用意致しますお席をご用意致しますお席をご用意致しますので、

少々お待ち下さい。

1. Please wait a moment while wewewewe getgetgetget youryouryouryour tabletabletabletable readyreadyreadyready.

2. 当店はセルフサービスセルフサービスセルフサービスセルフサービスになっておりま

す。

2. This is a self-serviceself-serviceself-serviceself-service restaurant.

=This is a cafeteria.

3. 洗車はよろしい洗車はよろしい洗車はよろしい洗車はよろしいですか？ 3. Would you likelikelikelike youryouryouryour carcarcarcar washedwashedwashedwashed?

4. そば湯をお持ちしましょうか？そばの

ゆで汁（じる）ですですですです。

4. Would you like soba-yu soup? ItItItIt’ssss cooking liquid

of soba.

TrackTrackTrackTrack 27272727

1. 代引き（だいびき）で 2845284528452845 円になりま円になりま円になりま円になりま

すすすす。 ＊代金引換渡し

1. ThisThisThisThis willwillwillwill bebebebe 2,8452,8452,8452,845 yenyenyenyen for the C.O.D, please.

*C.O.D. = Collect on Delivery

2. （うしろに）倒し倒し倒し倒します。 2. I’m going to leanleanleanlean youyouyouyou backbackbackback now

3. 丈（たけ）はこれくらいで丈（たけ）はこれくらいで丈（たけ）はこれくらいで丈（たけ）はこれくらいでよろしいで

すか？ ＊幅（はば）

3. Is thisthisthisthis lengthlengthlengthlength OK?

*width

4. （お釣を）（お釣を）（お釣を）（お釣を）お確かめ下さい。 4. Is thethethethe changechangechangechange correct?

5. 建物の名前をお願いします名前をお願いします名前をお願いします名前をお願いします。 5. CouldCouldCouldCould IIII havehavehavehave thethethethe namenamenamename of the building you live in?

TrackTrackTrackTrack 28282828

1. タバコを吸われますか？

＊喫煙席喫煙席喫煙席喫煙席がよろしいですか、禁煙席が

宜しいですか？

1. Smoking or nonsmoking?

*Would you like thethethethe smokingsmokingsmokingsmoking sectionsectionsectionsection or nonsmoking

section?

2. 担当の者担当の者担当の者担当の者を呼んで参りますので、少々

お待ちください。

2. Please wait a moment while I get someonesomeonesomeonesomeone totototo helphelphelphelp

youyouyouyou.

3. チェックアウトは 10 時となっており

ます。

3. Checkout time is 10:00 a.m.

4. 力加減はこのくらいでよろしいです

か？

＊力加減が弱すぎますか？

4. Is this too strong?

*Is this too weak?

5. お茶をお持ちしましょうかお持ちしましょうかお持ちしましょうかお持ちしましょうか？ 5. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike some tea?

TrackTrackTrackTrack 29292929

1. 駐車券駐車券駐車券駐車券のご利用はございますか？ 1. Would you like to have youryouryouryour parkingparkingparkingparking ticketticketticketticket stamped?

2. ご注文が決まりご注文が決まりご注文が決まりご注文が決まりましたら、お呼び下さ

い。

2. When you areareareare readyreadyreadyready totototo orderorderorderorder, please call me.

3. ご注文の品はすべて揃いましたか？すべて揃いましたか？すべて揃いましたか？すべて揃いましたか？ 3. IsIsIsIs theretheretherethere anythinganythinganythinganything elseelseelseelse that I can get for you.

4. ご注文を繰り返します繰り返します繰り返します繰り返します。 4. IIII’llllllll repeatrepeatrepeatrepeat your order.

5. ご注文をどうぞどうぞどうぞどうぞ。 5. MayMayMayMay IIII taketaketaketake your order?

*Are you ready to order?

TrackTrackTrackTrack 30303030

1. 朝食は１階のレストランでお取り頂けお取り頂けお取り頂けお取り頂け

ますますますます。

1. Breakfast isisisis availableavailableavailableavailable in the restaurant on the 1st

floor.

2. 2057 円ちょうどちょうどちょうどちょうど、お預かりします。 2. PerfectPerfectPerfectPerfect. Thank you.

3. ちょっと、あちらまでよろしいです

か？

3. Please come this way.

TrackTrackTrackTrack 31313131

1. 毎週水曜日が定休日です定休日です定休日です定休日です。 1. WeWeWeWe areareareare closedclosedclosedclosed on Wednesdays.

2. こちらのテーブルを担当させて頂きま

す。山田と申します山田と申します山田と申します山田と申します。

2. MyMyMyMy namenamenamename isisisis YamadaYamadaYamadaYamada. I will be your server tonight.
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TrackTrackTrackTrack 32323232

1. お出掛けの間にお出掛けの間にお出掛けの間にお出掛けの間に、ブラウン様がいらっ

しゃいました。

1. Mr.Brown came to see you whilewhilewhilewhile youyouyouyou werewerewerewere outoutoutout.

2. お出掛けの間に、ブラウン様からお電お電お電お電

話がありました話がありました話がありました話がありました。

＊お出掛けの間に、ブラウン様がいらいらいらいら

っしゃいました。っしゃいました。っしゃいました。っしゃいました。

2. Mr.Brown calledcalledcalledcalled youyouyouyou while you were out.

*Mr.Brown calledcalledcalledcalled onononon youyouyouyou while you were out.

3. 出来ましたら、出来ましたら、出来ましたら、出来ましたら、お呼び致します。 3. WhenWhenWhenWhen itititit’ssss ready,ready,ready,ready, I’ll call you.

4. 出口までお持ち致しますお持ち致しますお持ち致しますお持ち致します。

＊エレベーターまで

4. IIII’llllllll carrycarrycarrycarry itititit to the exit for you.

*them to the elevator /

5. 鉄板が熱いので、お気をつけくださいお気をつけくださいお気をつけくださいお気をつけください。

＊どんぶり・椀 / カップ / 皿

鍋（なべ） / 深めの鍋 / スープ

5. The plate is very hot, so pleasepleasepleaseplease bebebebe careful.careful.careful.careful.

*the bowl / the cup / the dish

the pan / the pot / the soup

TrackTrackTrackTrack 33333333

1. こちらに出ている分こちらに出ている分こちらに出ている分こちらに出ている分だけになります。 1. WhatWhatWhatWhat wewewewe havehavehavehave displayeddisplayeddisplayeddisplayed is all we have now.

2. トイレはここを真っ直ぐに行って、右右右右

手に手に手に手にございます。

2. Go straight, and the restroom is onononon thethethethe rightrightrightright.

*the men’s room *the ladies room

3. ご到着が８時を過ぎる８時を過ぎる８時を過ぎる８時を過ぎるようでしたら、

ご連絡ください。

3. If you arrive afterafterafterafter 8:008:008:008:00 p.m.p.m.p.m.p.m., please call us.

TrackTrackTrackTrack 34343434

1. 何時ごろの到着になりますか到着になりますか到着になりますか到着になりますか？ 1. What time willwillwillwill youyouyouyou bebebebe arrivingarrivingarrivingarriving?

2. どちらにどちらにどちらにどちらに出られますか？ 2. WhichWhichWhichWhich waywaywayway are you going?

3. どちらまで？ 3. Where to?

4. あさってのお届けになりあさってのお届けになりあさってのお届けになりあさってのお届けになりますが、よろ

しいですか？

4. Your package will bebebebe delivereddelivereddelivereddelivered thethethethe daydaydayday afterafterafterafter

tomorrow.tomorrow.tomorrow.tomorrow. Is that OK?

5. お届け時間のご指定時間のご指定時間のご指定時間のご指定はありますか？ 5. WhenWhenWhenWhen wouldwouldwouldwould youyouyouyou likelikelikelike this delivered?

6. ３０分程で３０分程で３０分程で３０分程で、お届けに向かいます。 6. We’ll be there inininin aboutaboutaboutabout 30303030 minutesminutesminutesminutes.

TrackTrackTrackTrack 35353535

1. 申し訳ございません。当店では取り扱当店では取り扱当店では取り扱当店では取り扱

っていません。っていません。っていません。っていません。

＊当店ではそうしたサービスは承って

おりません。

1. I’m sorry. WeWeWeWe dondondondon’tttt sellsellsellsell thatthatthatthat herehereherehere.

*We don’t provide that service here.

*We don’t do that here.

2. お取り置きお取り置きお取り置きお取り置き致しましょうか？ 2. Would you like us to holdholdholdhold itititit forforforfor youyouyouyou?

*Would you like us to putputputput itititit onononon layawaylayawaylayawaylayaway?

3. 申し訳ございません。すぐにお取り換お取り換お取り換お取り換

えします。えします。えします。えします。

3. I’m sorry. I’ll getgetgetget youyouyouyou anotheranotheranotheranother oneoneoneone.

*I’m sorry. I’ll be back with another one.

4. お取り寄せお取り寄せお取り寄せお取り寄せすることになりますが。 4. We can orderorderorderorder itititit for you.

5. トレーはそのままでトレーはそのままでトレーはそのままでトレーはそのままで結構です。 5. You can leaveleaveleaveleave youryouryouryour traytraytraytray theretheretherethere.

TrackTrackTrackTrack 36363636

1. お直しには３日お直しには３日お直しには３日お直しには３日、頂いております。 1. We need threethreethreethree daysdaysdaysdays totototo fixfixfixfix itititit.

*That will take three days.

*That’s going to be ready in 3 days.

2. そこで何をしていたのですか？

＊そこで何をしているのですか？

2. What were you doing there?

*What are you doing there?

3. お名前、住所、電話番号をお願い致しお願い致しお願い致しお願い致し

ます。ます。ます。ます。

3. CouldCouldCouldCould IIII havehavehavehave your name, address and phone number,

please?please?please?please?

4. お名前、住所、電話番号をご記入下さ下さ下さ下さ

い。い。い。い。

＊この用紙に漏れなくご記入漏れなくご記入漏れなくご記入漏れなくご記入下さい。

4. Write your name, address and phone number here,

please?please?please?please?

*FillFillFillFill inininin this form, please.

*cellular-phone number / e-mail address

fax number / zip code
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TrackTrackTrackTrack 37373737

1. お名前をお呼びする迄、お待ち下さいお待ち下さいお待ち下さいお待ち下さい。 1. PleasePleasePleasePlease waitwaitwaitwait until you are called.

2. こちらにお名前をお書きになって、おおおお

待ち下さい。待ち下さい。待ち下さい。待ち下さい。

2. Please write your name here and waitwaitwaitwait totototo bebebebe calledcalledcalledcalled.

3. 1,750 円になります。になります。になります。になります。

＊1,750 円ですですですです。

3. ItItItIt comescomescomescomes totototo 1,750 yen.

*ItItItIt’ssss 1,750 yen.

4. 何泊何泊何泊何泊のご予定ですか？

＊１泊 ＊３泊

4. HowHowHowHow manymanymanymany nightsnightsnightsnights would you like to stay?

*one night *three nights

5. （ご一行は）何名さまですか何名さまですか何名さまですか何名さまですか？ 5. HHHHowowowow manymanymanymany peoplepeoplepeoplepeople in your party?

TrackTrackTrackTrack 38383838

1. よくお似合いよくお似合いよくお似合いよくお似合いですよ。 1. YouYouYouYou looklooklooklook greatgreatgreatgreat in that (suit/dress).

*with that necktie

2. お荷物をお預かりしますお荷物をお預かりしますお荷物をお預かりしますお荷物をお預かりします。

＊ここでお荷物をお預けできますお預けできますお預けできますお預けできます。

2. MayMayMayMay IIII taketaketaketake thatthatthatthat for you?

*YouYouYouYou cancancancan checkcheckcheckcheck your baggage here.

3. 入荷しましたら入荷しましたら入荷しましたら入荷しましたら、連絡を差し上げます。 3. WhenWhenWhenWhen itititit arrives,arrives,arrives,arrives, we call you.

4. いま人気のいま人気のいま人気のいま人気の商品です。 4. This has been veryveryveryvery popularpopularpopularpopular recently.recently.recently.recently.

TrackTrackTrackTrack 39393939

1. 申し訳ございませんが、値引きはでき値引きはでき値引きはでき値引きはでき

かねます。かねます。かねます。かねます。

1. I’m sorry wewewewe cancancancan’tttt givegivegivegive youyouyouyou aaaa discountdiscountdiscountdiscount.

2. 年齢を確認できるもの年齢を確認できるもの年齢を確認できるもの年齢を確認できるものをお持ちです

か？

2. Do you have somesomesomesome ID?ID?ID?ID?

*May I see some ID? *ID=Identification

3. のしはいかがいたしますか？のしはいかがいたしますか？のしはいかがいたしますか？のしはいかがいたしますか？

＊日本式に包装いたし包装いたし包装いたし包装いたしましょうか？

3. WhatWhatWhatWhat occasionoccasionoccasionoccasion isisisis thisthisthisthis giftgiftgiftgift forforforfor?

*Would you like to havehavehavehave thisthisthisthis gift-wrappedgift-wrappedgift-wrappedgift-wrapped in

Japanese way?

4. お飲み物はいつ、お持ちしましょういつ、お持ちしましょういつ、お持ちしましょういつ、お持ちしましょう

か？か？か？か？

4. Would you like your drink nownownownow orororor withwithwithwith youryouryouryour meal?meal?meal?meal?

TrackTrackTrackTrack 40404040

1. お飲み物はどうなさいますかどうなさいますかどうなさいますかどうなさいますか？

＊お飲み物をお付けしますかお付けしますかお付けしますかお付けしますか？

1. WhatWhatWhatWhat wouldwouldwouldwould youyouyouyou likelikelikelike to drink?

*WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike somethingsomethingsomethingsomething to drink?

2. 永田町で有楽町線に乗り換えてくださ乗り換えてくださ乗り換えてくださ乗り換えてくださ

い。い。い。い。

2. CCCChangehangehangehange totototo the Yurakucho Line at Nagata-cho.

3. 配送日の指定はございますか指定はございますか指定はございますか指定はございますか？

＊いついついついつこれを配達しましょうか？

3. WoldWoldWoldWold youyouyouyou likelikelikelike totototo designatedesignatedesignatedesignate a delivery date?

*WhenWhenWhenWhen would you like this delivered?

4. 配達は別料金になり別料金になり別料金になり別料金になりますが。

＊配達には別料金がかかりますが別料金がかかりますが別料金がかかりますが別料金がかかりますが。

4. You’ll bebebebe chargedchargedchargedcharged extraextraextraextra for delivery.

*ThereThereThereThere isisisis anananan additionaladditionaladditionaladditional chargechargechargecharge for delivery.

TrackTrackTrackTrack 41414141

1. お箸をお付けしますか？お付けしますか？お付けしますか？お付けしますか？

＊フォーク＊フォーク＊フォーク＊フォーク ＊スプーン＊スプーン＊スプーン＊スプーン ＊ストロー＊ストロー＊ストロー＊ストロー

1. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike chopsticks, too?

*fork *spoon *straw

2. パスポートを拝見します。拝見します。拝見します。拝見します。

＊パスポートをどうぞ。

2. MayMayMayMay IIII seeseeseesee your passport, please?

*Passport, please?

3. その商品は発売が延期になっておりま延期になっておりま延期になっておりま延期になっておりま

す。す。す。す。

3. The product release date hashashashas beenbeenbeenbeen postponed.postponed.postponed.postponed.

*hashashashas beenbeenbeenbeen putputputput offoffoffoff

4. 生ものですので、なるべく早めになるべく早めになるべく早めになるべく早めにお召

し上がり下さい。

4. It’s perishable. Please eat it asasasas soonsoonsoonsoon asasasas possiblepossiblepossiblepossible.

5. パンかライスをお選び頂けますか？お選び頂けますか？お選び頂けますか？お選び頂けますか？

＊パンかライス、どちらになさいますどちらになさいますどちらになさいますどちらになさいます

か？か？か？か？

5. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike bread or rice with that?

*WhichWhichWhichWhich wouldwouldwouldwould youyouyouyou like,like,like,like, bread or rice?
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TrackTrackTrackTrack 42424242

1. 番号札 17 番でお待ちのお客様、お待たお待たお待たお待た

せしました。せしました。せしました。せしました。

1. ThankThankThankThank youyouyouyou forforforfor waiting.waiting.waiting.waiting. Number 17, please?

2. 番号札を取って番号札を取って番号札を取って番号札を取ってお待ち下さい。 2. PPPPleaseleaseleaselease taketaketaketake aaaa ticketticketticketticket and wait for your number (to

be called).

3. こちらの引換証（ひきかえしょう）を

お持ち下さい。お持ち下さい。お持ち下さい。お持ち下さい。

3. Please keep this exchange ticket.

4. 引換証引換証引換証引換証をお持ちですか？

＊引換証を頂けますか？頂けますか？頂けますか？頂けますか？

4. Do you have thethethethe exchangeexchangeexchangeexchange ticketticketticketticket?

*MayMayMayMay IIII havehavehavehave your exchange ticket?

TrackTrackTrackTrack 43434343

1. 一つの袋に纏（まと）めましょうか？ましょうか？ましょうか？ましょうか？ 1. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike a large bag to put all your other

bags in?

2. 袋をお使いになりますか？お使いになりますか？お使いになりますか？お使いになりますか？ 2. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike a bag?

3. 太枠の内側にご記入下さい。ご記入下さい。ご記入下さい。ご記入下さい。 3. PPPPleaseleaseleaselease fillfillfillfill inininin the bold-framed area.

4. プラスプラスプラスプラス 100100100100 円で、円で、円で、円で、お飲み物を、お付け

できますが。

4. ForForForFor anananan extraextraextraextra 100100100100 yen,yen,yen,yen, you can have a drink.

*Would you like a drink for an extra 100 yen?

TrackTrackTrackTrack 44444444

1. 申し訳ございません、閉店の時刻です閉店の時刻です閉店の時刻です閉店の時刻です

ので。ので。ので。ので。

1. I’m sorry. ItItItIt’ssss timetimetimetime totototo close.close.close.close.

*time to open

2. お部屋のタイプはお部屋のタイプはお部屋のタイプはお部屋のタイプは如何致しましょう

か？

2. WhatWhatWhatWhat kindkindkindkind ofofofof roomroomroomroom would you like?

3. 25 日の金曜日までにご返却下さいご返却下さいご返却下さいご返却下さい。

＊1日 ＊２日 ＊３日 ＊４日

3. PleaePleaePleaePleae returnreturnreturnreturn itititit by Friday the 25th.

*the 1st *the 2nd *the 3rd *the 4th

4. まだご返却して頂いていないビデオまだご返却して頂いていないビデオまだご返却して頂いていないビデオまだご返却して頂いていないビデオが

あるようですが。

4. You have anananan overdueoverdueoverdueoverdue video.video.video.video.

5. このくらい（に）でしたら勉強させて勉強させて勉強させて勉強させて

いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。

5. WeWeWeWe cancancancan discountdiscountdiscountdiscount downdowndowndown to this.

TrackTrackTrackTrack 45454545

1. （お弁当を）温めますか？温めますか？温めますか？温めますか？

＊昼食 ＊お弁当 ＊スープ

1. WWWWouldouldouldould youyouyouyou likelikelikelike thisthisthisthis heated?heated?heated?heated?

*this lunch *this box lunch *this soup

2. 開封後の返品（へんぴん）はご遠慮頂ご遠慮頂ご遠慮頂ご遠慮頂

いております。いております。いております。いております。

2. I’m sorry. WeWeWeWe cancancancan’tttt acceptacceptacceptaccept returnsreturnsreturnsreturns after the seal

has been broken.

3. ポイントをお使いポイントをお使いポイントをお使いポイントをお使いになりますか？ 3. Would you like to useuseuseuse thethethethe pointspointspointspoints (on your card)

today?

4. ポイントカードをお作りしましょうお作りしましょうお作りしましょうお作りしましょう

か？か？か？か？

4. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike a point card?

5. ポインカードをお持ちですか？お持ちですか？お持ちですか？お持ちですか？ 5. DDDDoooo youyouyouyou havehavehavehave a point card?

TrackTrackTrackTrack 46464646

1. 新宿方面行き新宿方面行き新宿方面行き新宿方面行きは４番線です。 1. TheTheTheThe trainstrainstrainstrains forforforfor ShinjukuShinjukuShinjukuShinjuku leave from Track 4.

2. これは 1111 年間の保証年間の保証年間の保証年間の保証付きです。

＊６ヶ月の保証

2. This has aaaa 1-year1-year1-year1-year warrantywarrantywarrantywarranty.

*six-month warranty

3. ホットになさいますか、アイスにアイスにアイスにアイスになさ

いますか？

3. Would you like it hot or icedicedicediced?

4. 新しいボトル新しいボトル新しいボトル新しいボトルを入れますか？ 4. Would you like to keep anotheranotheranotheranother bottlebottlebottlebottle ofofofof whiskywhiskywhiskywhisky

here?

5.5.5.5. 本日の料理は如何でしたか？本日の料理は如何でしたか？本日の料理は如何でしたか？本日の料理は如何でしたか？ 5. HowHowHowHow waswaswaswas everythingeverythingeverythingeverything todaytodaytodaytoday?

*How did you like our food today?
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TrackTrackTrackTrack 47474747

1. 前髪（まえがみ）はどうなさいますか？どうなさいますか？どうなさいますか？どうなさいますか？

＊後ろの髪 ＊横の髪 ＊上の髪

1. HowHowHowHow wouldwouldwouldwould youyouyouyou likelikelikelike your hair in the front?

*the back *the sides *the top

2. またお越しくださいまたお越しくださいまたお越しくださいまたお越しください。良い一日を。

＊お休みなさい。

2. SeeSeeSeeSee youyouyouyou againagainagainagain soon.soon.soon.soon. Have a nice day.

*Good night.

3. お待ちのお客様お待ちのお客様お待ちのお客様お待ちのお客様、、、、（こちらのレジに）ど

うぞ。

3. NextNextNextNext customer,customer,customer,customer, please.

4. 少々少々少々少々お待ち下さい。 4. JustJustJustJust a moment, please.

*Wait a minute, please. *Just a second please.

TrackTrackTrackTrack 48484848

1. ４名でお待ちのジョンソン様、４名でお待ちのジョンソン様、４名でお待ちのジョンソン様、４名でお待ちのジョンソン様、お待た

せしました。

1. Johnson,Johnson,Johnson,Johnson, partypartypartyparty ofofofof 4444. Your table is ready.

2. 窓をお拭きしてよろしいですか？よろしいですか？よろしいですか？よろしいですか？

＊フロントガラス

2. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike the windshield wiped.

*the windshield

3. ７番の窓口７番の窓口７番の窓口７番の窓口に行って下さい。

＊４番のブース ＊６番のカウンター

＊８番の部屋；８号室

3. Please go to WindowWindowWindowWindow (No.)7(No.)7(No.)7(No.)7.

*Booth 4 *Counter 6

*Room 8

TrackTrackTrackTrack 49494949

1. ただいま満席ですので、20202020 分ほどお待分ほどお待分ほどお待分ほどお待

ち頂くことになりますが。ち頂くことになりますが。ち頂くことになりますが。ち頂くことになりますが。

1. IIIItttt willwillwillwill taketaketaketake aboutaboutaboutabout 20202020 minutesminutesminutesminutes totototo bebebebe seated.seated.seated.seated.

2. （何か）身分証明書をお持ちですか？お持ちですか？お持ちですか？お持ちですか？ 2. MayMayMayMay IIII seeseeseesee some ID?

3. ミルクとレモンのどちらになさいます

か？

＊ミルクを下さい。＊レモンを下さい。

＊いいえ、結構です。

3. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike youryouryouryour teateateatea with milk or lemon?

*Milk, please. *Lemon, pleae.

*No, thank you.

TrackTrackTrackTrack 50505050

1. 明細をご確認下さいご確認下さいご確認下さいご確認下さい。

＊明細をしっかりと確認しなさい。しっかりと確認しなさい。しっかりと確認しなさい。しっかりと確認しなさい。

1. HereHereHereHere isisisis your bill.

*CheckCheckCheckCheck your bill.

2. 申し訳ございませんが、他のお客様の

ご迷惑になりますので。ご迷惑になりますので。ご迷惑になりますので。ご迷惑になりますので。

2. I’m sorry. CouldCouldCouldCould youyouyouyou stopstopstopstop doingdoingdoingdoing that,that,that,that, pleasepleasepleaseplease?

3. どこのメーカーのものかどこのメーカーのものかどこのメーカーのものかどこのメーカーのものかお分かりにな

りますか？

3. Could you tell me whowhowhowho makesmakesmakesmakes it?it?it?it?

4. 眼鏡をお預かりします。お預かりします。お預かりします。お預かりします。

＊ガラスコップ

4. PPPPleaseleaseleaselease letletletlet memememe keepkeepkeepkeep your glasses in here.

*your glass

TrackTrackTrackTrack 51515151

1. ２時間以内に２時間以内に２時間以内に２時間以内にお召し上がり下さい。

＊今日中に

1. Please eat it withinwithinwithinwithin 2222 hours.hours.hours.hours.

*today

2. 麺の硬さ麺の硬さ麺の硬さ麺の硬さはどう致しますか？ 2. HowHowHowHow softsoftsoftsoft would you like your noodles?

×How hard

3. 免許証を拝見します。拝見します。拝見します。拝見します。 3. MayMayMayMay IIII seeseeseesee your driver’s license, please?

4. もう一度、お願いできますか？ 4. Pardon me?

*Excuse me?

5. 申し訳ございません。

大変大変大変大変、申し訳ございません。

5. I’m sorry.

*I’m trulytrulytrulytruly sorry.

6. ５円をお持ちでありませんか？

＊小銭（こぜに）小銭（こぜに）小銭（こぜに）小銭（こぜに）をお持ちではありま

せんか？

6. Do you have 5 yen?

*Do you have smallsmallsmallsmall changechangechangechange?
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TrackTrackTrackTrack 52525252

1. こちらをお求めになる方が多いです方が多いです方が多いです方が多いです

よ。よ。よ。よ。

＊こちらは大変、人気があります人気があります人気があります人気があります。

1. ManyManyManyMany peoplepeoplepeoplepeople buy this.

*This is quitequitequitequite popularpopularpopularpopular.

2. お湯加減はいかがですかいかがですかいかがですかいかがですか？（熱すぎま

せんか）

2. HowHowHowHow isisisis the water? Is it too hot?

3. もう少しゆっくり話していただけます話していただけます話していただけます話していただけます

か？か？か？か？

＊もう少し大きな声で

3. CouldCouldCouldCould youyouyouyou speakspeakspeakspeak a little more slowly, please?

*a little more loudly

TrackTrackTrackTrack 53535353

1. ご用がありましたらご用がありましたらご用がありましたらご用がありましたら、お呼び下さい。 1. IfIfIfIf youyouyouyou needneedneedneed help,help,help,help, please call me.

2. こちらの用紙に記入して下さい。記入して下さい。記入して下さい。記入して下さい。 2. PPPPleaseleaseleaselease fillfillfillfill inininin this form.

3. ２，３日、これで様子を見てくださいこれで様子を見てくださいこれで様子を見てくださいこれで様子を見てください。

（服用薬・塗付薬・点眼薬）

3. PPPPleaseleaseleaselease trytrytrytry thisthisthisthis for a few days.

4. ご予算はご予算はご予算はご予算はどのくらいですか？ 4. How much areareareare youyouyouyou lookinglookinglookinglooking totototo spendspendspendspend?

×How much is your budget?

TrackTrackTrackTrack 54545454

1. あいにく、その日はすでに予約がいっ予約がいっ予約がいっ予約がいっ

ぱいです。ぱいです。ぱいです。ぱいです。

1. I’m sorry. WeWeWeWe areareareare allallallall bookedbookedbookedbooked that day.

*WeWeWeWe areareareare allallallall reserved.reserved.reserved.reserved.

2. ご予約ご予約ご予約ご予約頂いておりますでしょうか？

（ホテルなど）

＊ご予約（美容院・病院など）

2. Do you have aaaa reservation?reservation?reservation?reservation?

*an appointment

3. ご予約を承っていないようですが。承っていないようですが。承っていないようですが。承っていないようですが。 3. I’m sorry. WeWeWeWe dondondondon’tttt seemseemseemseem totototo havehavehavehave your reservation.

TrackTrackTrackTrack 55555555

1. ラストオーダーラストオーダーラストオーダーラストオーダーになりますが、ご注文

の追加はございますか？

1. It’s time for lastlastlastlast call.call.call.call. Woul you like anything

else?

×last order

2. 領収書はご入用ですか？ご入用ですか？ご入用ですか？ご入用ですか？ 2. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike a receipt?

TrackTrackTrackTrack 56565656

1. そちらの料理は、本日は終了しました本日は終了しました本日は終了しました本日は終了しました。。。。 1. WeWeWeWe’veveveve alreadyalreadyalreadyalready runrunrunrun outoutoutout of that today.

2. ただいま、こちらの料理をお薦めしてお薦めしてお薦めしてお薦めして

おります。おります。おります。おります。

＊ケーキ ＊ドリンク

＊パイ ＊軽食・つまみ

2. WeWeWeWe recommendrecommendrecommendrecommend this dish today.

*this cake *this drink

*this pastry *this snack

3. レシートのお返しです。お返しです。お返しです。お返しです。 3. HereHereHereHere isisisis your receipt.

4. レシートをお持ちですか？お持ちですか？お持ちですか？お持ちですか？ 4. DoDoDoDo youyouyouyou havehavehavehave the receipt?

TrackTrackTrackTrack 57575757

1. レンタル期間はどうなさいますか？ 1. How long would you like to rent it?

2. レンタル期間は 7777 泊泊泊泊 8888 日日日日でよろしいで

すか？ ＊７泊（ホテルの宿泊）

2. Would you like to rent it forforforfor 8888 daysdaysdaysdays?

*7 nights

TrackTrackTrackTrack 58585858

1. 申し訳ございません。 ちょっと分かちょっと分かちょっと分かちょっと分か

りかねます。りかねます。りかねます。りかねます。

1. I’m sorry. IIII dondondondon’tttt know.know.know.know.

2. お忘れ物はございませんか？お忘れ物はございませんか？お忘れ物はございませんか？お忘れ物はございませんか？ 2. DoDoDoDo youyouyouyou havehavehavehave everything?everything?everything?everything?

3. こちらの割引券はこちらの割引券はこちらの割引券はこちらの割引券は 5,000 円以上の買い

物でご利用頂けます。

＊チラシなどの切り取り割引券

＊店頭で発行される割引券

3. You can use thisthisthisthis couponcouponcouponcoupon for purchases over 5,000

yen.

*this coupon

*this voucher

4. 割引券のご利用はございますか？ご利用はございますか？ご利用はございますか？ご利用はございますか？ 4. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike totototo useuseuseuse your coupons?
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ブティックでブティックでブティックでブティックで TrackTrackTrackTrack 73737373 atatatat aaaa clothingclothingclothingclothing storestorestorestore

(1)(1)(1)(1) ♪♪♪♪ 声を掛ける声を掛ける声を掛ける声を掛ける ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ MayMayMayMay IIII helphelphelphelp youyouyouyou ,,,,,?,,,,,?,,,,,?,,,,,?♪♪♪♪

店員店員店員店員 ：：：： 何かお探しですか？何かお探しですか？何かお探しですか？何かお探しですか？

お客様： カジュアルデイに穿くのによさそ

うなズボンがないかと思って。

店員店員店員店員 ：：：：なるほどなるほどなるほどなるほど。。。。それでしたらそれでしたらそれでしたらそれでしたら、、、、こちらをこちらをこちらをこちらを

お薦めします。いま人気の商品です。お薦めします。いま人気の商品です。お薦めします。いま人気の商品です。お薦めします。いま人気の商品です。

お客様：ちょっと派手かな。別の色はありま

せんか。

店員店員店員店員 ：こちらはいかがですか？：こちらはいかがですか？：こちらはいかがですか？：こちらはいかがですか？

お客様：ああ、このほうがいいですね。でも

これだとウェストが合わないかな。

店員店員店員店員 ：サイズを測りましょうか。：サイズを測りましょうか。：サイズを測りましょうか。：サイズを測りましょうか。

お客様：お願いします。

店員店員店員店員 ：：：：85858585 センチですね。少々お待ち下さセンチですね。少々お待ち下さセンチですね。少々お待ち下さセンチですね。少々お待ち下さ

い。在庫を確認して参ります。い。在庫を確認して参ります。い。在庫を確認して参ります。い。在庫を確認して参ります。

お待たせしましたお待たせしましたお待たせしましたお待たせしました。。。。あいにくあいにくあいにくあいにく、、、、このこのこのこの

サイズしかないのですが。サイズしかないのですが。サイズしかないのですが。サイズしかないのですが。

CCCClerklerklerklerk :::: MayMayMayMay IIII helphelphelphelp youyouyouyou withwithwithwith something?something?something?something?

Customer: I’m looking for a pair of pants for my company’s

casual days.

CCCClerklerklerklerk :::: IIII see.see.see.see. IIII wouldwouldwouldwould recommendrecommendrecommendrecommend this.this.this.this. ThisThisThisThis hashashashas beenbeenbeenbeen

veryveryveryvery popularpopularpopularpopular recently.recently.recently.recently.

Customer: It looks too loud for me. Do you have that

in other colors?

CCCClerklerklerklerk :::: HowHowHowHow aboutaboutaboutabout this?this?this?this?

Customer: Oh, this looks better. But I wonder if it fits

my waist.

CCCClerklerklerklerk :::: MayMayMayMay IIII taketaketaketake youryouryouryour measurements?measurements?measurements?measurements?

Customer: Yes, please.

CCCClerklerklerklerk :::: YourYourYourYour measuremeasuremeasuremeasure 85858585 centimeterscentimeterscentimeterscentimeters aroundaroundaroundaround thethethethe waist.waist.waist.waist.

JustJustJustJust aaaa moment,moment,moment,moment, please.please.please.please. IIII’llllllll checkcheckcheckcheck ourourourour stock.stock.stock.stock.

IIII’mmmm sorrysorrysorrysorry totototo havehavehavehave keptkeptkeptkept youyouyouyou waiting,waiting,waiting,waiting, IIII’mmmm sorry.sorry.sorry.sorry.

WeWeWeWe havehavehavehave onlyonlyonlyonly thisthisthisthis size.size.size.size.

(2)(2)(2)(2) ♪♪♪♪ 試着を勧める試着を勧める試着を勧める試着を勧める ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike totototo trytrytrytry itititit on?on?on?on?♪♪♪♪

お客様： そうですか。じゃあ、こっちのは

どうかな。

店員店員店員店員 ：：：：ああああああああ、、、、こちらでしたらお客様のサイこちらでしたらお客様のサイこちらでしたらお客様のサイこちらでしたらお客様のサイ

ズのものがございます。試着なさいズのものがございます。試着なさいズのものがございます。試着なさいズのものがございます。試着なさい

ますか？ますか？ますか？ますか？

お客様：ええ。

店員店員店員店員 ：こちらへどうぞ。：こちらへどうぞ。：こちらへどうぞ。：こちらへどうぞ。

お客様：はい。

店員店員店員店員 ：ここで、靴をお脱ぎ下さい。：ここで、靴をお脱ぎ下さい。：ここで、靴をお脱ぎ下さい。：ここで、靴をお脱ぎ下さい。

いかがですか？いかがですか？いかがですか？いかがですか？

お客様：ええ。よさそうです。

店員店員店員店員 ：：：：よくお似合いですよよくお似合いですよよくお似合いですよよくお似合いですよ。。。。裾上げ裾上げ裾上げ裾上げ（（（（すそすそすそすそ

あげ）はいかが致しますか？あげ）はいかが致しますか？あげ）はいかが致しますか？あげ）はいかが致しますか？

お客様：ええ、お願いします。

Customer: OK. What about in this style?

CCCClerklerklerklerk :::: Yes.Yes.Yes.Yes. WeWeWeWe havehavehavehave thatthatthatthat inininin youryouryouryour size.size.size.size. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike

totototo trytrytrytry itititit on?on?on?on?

Customer: Yes.

CCCClerklerklerklerk :::: ThisThisThisThis way,way,way,way, please.please.please.please.

Customer: OK.

CCCClerklerklerklerk :::: PleasePleasePleasePlease taketaketaketake offoffoffoff youryouryouryour shoesshoesshoesshoes here.here.here.here.

HowHowHowHow dodododo youyouyouyou likelikelikelike it?it?it?it?

Customer: It looks good.

CCCClerklerklerklerk :::: YouYouYouYou looklooklooklook greatgreatgreatgreat inininin that.that.that.that. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike youryouryouryour

pantspantspantspants hemmed?hemmed?hemmed?hemmed?

Customer: Yes, please.

(3)(3)(3)(3) ♪♪♪♪ 仕上がりの日時を告げる仕上がりの日時を告げる仕上がりの日時を告げる仕上がりの日時を告げる♪♪♪♪ ♪♪♪♪ WeWeWeWe’llllllll havehavehavehave itititit readyreadyreadyready ,,,,,.,,,,,.,,,,,.,,,,,. ♪♪♪♪

店員店員店員店員 ：：：： 少しお時間を頂くことになります少しお時間を頂くことになります少しお時間を頂くことになります少しお時間を頂くことになります

が。が。が。が。

お客様：いいですよ。

店員店員店員店員 ：こちらの引換証（ひきかえしょう：こちらの引換証（ひきかえしょう：こちらの引換証（ひきかえしょう：こちらの引換証（ひきかえしょう））））

をお持ち下さい。仕上がりは明日のをお持ち下さい。仕上がりは明日のをお持ち下さい。仕上がりは明日のをお持ち下さい。仕上がりは明日の

夕方になります。夕方になります。夕方になります。夕方になります。

お客様：わかりました。

店員店員店員店員 ：：：： ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

CCCClerklerklerklerk :::: ThatThatThatThat willwillwillwill taketaketaketake somesomesomesome timetimetimetime totototo do.do.do.do.

Customer: That’s OK.

CCCClerklerklerklerk :::: PleasePleasePleasePlease keepkeepkeepkeep thisthisthisthis exchangeexchangeexchangeexchange ticket.ticket.ticket.ticket. WeWeWeWe’llllllll havehavehavehave

itititit readyreadyreadyready bybybyby tomorrowtomorrowtomorrowtomorrow evening.evening.evening.evening.

Customer: OK.

CCCClerklerklerklerk :::: ThankThankThankThank youyouyouyou veryveryveryvery much.much.much.much.

家電量販店で家電量販店で家電量販店で家電量販店で TrackTrackTrackTrack 79797979 AtAtAtAt anananan electronicselectronicselectronicselectronics storestorestorestore

(1)(1)(1)(1) ♪♪♪♪ 商品を薦める商品を薦める商品を薦める商品を薦める♪♪♪♪ ♪♪♪♪ IIII wouldwouldwouldwould recommendrecommendrecommendrecommend this.this.this.this.♪♪♪♪

お客様：すみません。10 倍ズームの新しい

デジカメが出ていると聞いたのい

Customer: Excuse me.I heard there is a new digital

camera with a ten times zoom lens.
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ですが。

店員店員店員店員 ：：：： どこのメーカーのものかお分かりどこのメーカーのものかお分かりどこのメーカーのものかお分かりどこのメーカーのものかお分かり

になりますか？になりますか？になりますか？になりますか？

お客様：確かヤマト光学だと思います。

店員店員店員店員 ：：：：ああああああああ、、、、その商品は発売が延期になっその商品は発売が延期になっその商品は発売が延期になっその商品は発売が延期になっ

ております。ております。ております。ております。

お客様：そうなんですか。高倍率のレンズが

ついたものが欲しかったのですが。

店員店員店員店員 ：ご予算はどのくらいですか？：ご予算はどのくらいですか？：ご予算はどのくらいですか？：ご予算はどのくらいですか？

お客様： 4,5 万円ですね。

店員店員店員店員 ：：：： それでしたら、こちらをお薦めしそれでしたら、こちらをお薦めしそれでしたら、こちらをお薦めしそれでしたら、こちらをお薦めし

ますますますます。。。。こちらをお求めになる方が多こちらをお求めになる方が多こちらをお求めになる方が多こちらをお求めになる方が多

いですよ。いですよ。いですよ。いですよ。

お客様： よさそうですね。でも、ちょっと

高いわ。値引きしてもらえますか？

店員店員店員店員 ：：：： そうでしたら、このくらいでしたそうでしたら、このくらいでしたそうでしたら、このくらいでしたそうでしたら、このくらいでした

ら勉強させていただきます。ら勉強させていただきます。ら勉強させていただきます。ら勉強させていただきます。

お客様： そうですか。じゃあ、これを頂き

ます。

店員店員店員店員 ：：：： ありがとうございます。こちらへありがとうございます。こちらへありがとうございます。こちらへありがとうございます。こちらへ

どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。

CCCClerklerklerklerk :::: WouldWouldWouldWould CouldCouldCouldCould youyouyouyou telltelltelltell memememe whowhowhowho makesmakesmakesmakes it?it?it?it?

Customer: I think Yamato Optical makes it.

CCCClerklerklerklerk :::: Ah,Ah,Ah,Ah, thethethethe productproductproductproduct releasereleasereleaserelease datedatedatedate hashashashas beenbeenbeenbeen

postponed.postponed.postponed.postponed.

Customer: Oh, really. I wanted one with a high-powered

lense.

CCCClerklerklerklerk :::: HowHowHowHow muchmuchmuchmuch areareareare youyouyouyou lookinglookinglookinglooking totototo spend?spend?spend?spend?

Customer: 40,000 to 50,000 yen.

CCCClerklerklerklerk :::: IIII wouldwouldwouldwould recommendrecommendrecommendrecommend this.this.this.this. ManyManyManyMany peoplepeoplepeoplepeople buybuybuybuy this.this.this.this.

Customer: This looks great, but it’s a little too

expensive. Could you give me a discount?

CCCClerklerklerklerk :::: Well,Well,Well,Well, wewewewe cancancancan discountdiscountdiscountdiscount downdowndowndown totototo this.this.this.this.

Customer: That’s fine. I’ll take it.

CCCClerklerklerklerk :::: ThankThankThankThank youyouyouyou thisthisthisthis waywaywayway pleasepleasepleaseplease....

(5)(5)(5)(5) ♪♪♪♪ 支払いを受ける支払いを受ける支払いを受ける支払いを受ける♪♪♪♪ ♪♪♪♪ ItItItIt comescomescomescomes totototo ,,,,,.,,,,,.,,,,,.,,,,,. ♪♪♪♪

店員店員店員店員 ：：：： こちらでよろしいですか？こちらでよろしいですか？こちらでよろしいですか？こちらでよろしいですか？

お客様：はい。 保証のほうはどうなってい

ますか？

店員店員店員店員 ：：：： これは１年間の保証付きです。これは１年間の保証付きです。これは１年間の保証付きです。これは１年間の保証付きです。

お客様： わかりました。

店員店員店員店員 ：：：： 5555 万万万万 755755755755 円になります。円になります。円になります。円になります。

お客様：このカードでお願いします。

店員店員店員店員 ：：：： かしこまりました。ポイントカーかしこまりました。ポイントカーかしこまりました。ポイントカーかしこまりました。ポイントカー

ドはお持ちですか？ドはお持ちですか？ドはお持ちですか？ドはお持ちですか？

お客様： はい、これを。

店員店員店員店員 ：：：： ポイントをお使いになりますか？ポイントをお使いになりますか？ポイントをお使いになりますか？ポイントをお使いになりますか？

お客様：いいえ、貯めてください。

店員店員店員店員 ：：：： こちらにご署名ください。こちらにご署名ください。こちらにご署名ください。こちらにご署名ください。

お客様： はい。

店員店員店員店員 ：：：： では、カードとお支払いの控えにでは、カードとお支払いの控えにでは、カードとお支払いの控えにでは、カードとお支払いの控えに

なりますなりますなりますなります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、こちらは当店こちらは当店こちらは当店こちらは当店

の割引券です。こちらの割引券はの割引券です。こちらの割引券はの割引券です。こちらの割引券はの割引券です。こちらの割引券は、、、、

5,0005,0005,0005,000 円以上のお買い物でご利用円以上のお買い物でご利用円以上のお買い物でご利用円以上のお買い物でご利用

頂けます。頂けます。頂けます。頂けます。

お客様：分かりました。

店員店員店員店員 ：：：： 品物です。ありがとうございまし品物です。ありがとうございまし品物です。ありがとうございまし品物です。ありがとうございまし

た。た。た。た。

CCCClerklerklerklerk :::: IsIsIsIs thisthisthisthis thethethethe correctcorrectcorrectcorrect one?one?one?one?

Customer: That’s right. And what is the warranty?

CCCClerklerklerklerk :::: ThisThisThisThis hashashashas aaaa 1-year1-year1-year1-year warranty.warranty.warranty.warranty.

Customer: I see.

CCCClerklerklerklerk :::: ItItItIt comescomescomescomes totototo 50,75550,75550,75550,755 yen.yen.yen.yen.

Customer: I’ll pay with this credit card.

CCCClerklerklerklerk :::: Certainly.Certainly.Certainly.Certainly. DoDoDoDo youyouyouyou havehavehavehave aaaa pointpointpointpoint card?card?card?card?

Customer: Yes. Here it is.

CCCClerklerklerklerk :::: WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike totototo useuseuseuse thethethethe pointspointspointspoints onononon youryouryouryour cardcardcardcard

today?today?today?today?

Customer: No. I’d like to save them.

CCCClerklerklerklerk :::: SignSignSignSign here,here,here,here, please.please.please.please.

Customer: OK.

CCCClerklerklerklerk :::: HereHereHereHere isisisis youryouryouryour creditcreditcreditcredit cardcardcardcard andandandand youryouryouryour receiptreceiptreceiptreceipt....

AndAndAndAnd thisthisthisthis isisisis ourourourour couponcouponcouponcoupon forforforfor you.you.you.you. YouYouYouYou cancancancan useuseuseuse

thisthisthisthis couponcouponcouponcoupon forforforfor purchasespurchasespurchasespurchases overoveroverover 5,0005,0005,0005,000 yen.yen.yen.yen.

Customer: Thank you.

CCCClerklerklerklerk :::: HereHereHereHere youyouyouyou are.are.are.are. ThankThankThankThank youyouyouyou veryveryveryvery much.much.much.much.

美容室で美容室で美容室で美容室で TrackTrackTrackTrack 83838383 atatatat aaaa beautybeautybeautybeauty salonsalonsalonsalon

(1)(1)(1)(1) ♪♪♪♪ お客様を迎えるお客様を迎えるお客様を迎えるお客様を迎える ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ GoodGoodGoodGood afternoon.afternoon.afternoon.afternoon. DDDDoooo youyouyouyou havehavehavehave ,,,,,?,,,,,?,,,,,?,,,,,?♪♪♪♪

店員店員店員店員 ：：：： いらっしゃいませ。ご予約頂いていらっしゃいませ。ご予約頂いていらっしゃいませ。ご予約頂いていらっしゃいませ。ご予約頂いて

おりますでしょうか？おりますでしょうか？おりますでしょうか？おりますでしょうか？

お客様： はい、午後２時に。ケイト・スミ

スです。

店員店員店員店員 ：：：： かしこまりました。こちらへどうかしこまりました。こちらへどうかしこまりました。こちらへどうかしこまりました。こちらへどう

ぞ。ぞ。ぞ。ぞ。

CCCClerklerklerklerk :::: GoodGoodGoodGood afternoon.afternoon.afternoon.afternoon. DoDoDoDo youyouyouyou havehavehavehave anananan appointment?appointment?appointment?appointment?

Customer: Yes, at 2:00 p.m. My name is Kate Smith.

CCCClerklerklerklerk :::: Certainly.Certainly.Certainly.Certainly. ThisThisThisThis way,way,way,way, please.please.please.please. MayMayMayMay IIII taketaketaketake youryouryouryour

coatcoatcoatcoat forforforfor you?you?you?you?
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お客様：ええ、ありがとう。 Customer: Sure, thank you.

(2)(2)(2)(2) ♪♪♪♪ 好みを聞く好みを聞く好みを聞く好みを聞く ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ HowHowHowHow wouldwouldwouldwould youyouyouyou likelikelikelike ,,,,,?,,,,,?,,,,,?,,,,,?♪♪♪♪

店員店員店員店員 ：：：： きょうはどのようになさいますきょうはどのようになさいますきょうはどのようになさいますきょうはどのようになさいます

か？か？か？か？

お客様： 短めにカットしてパーマを掛けて

下さい。

店員店員店員店員 ：前髪はどうなさいますか？：前髪はどうなさいますか？：前髪はどうなさいますか？：前髪はどうなさいますか？

お客様：眉が出ない程度にしてください。

店員店員店員店員 ：：：： かしこまりました。眼鏡をお預かかしこまりました。眼鏡をお預かかしこまりました。眼鏡をお預かかしこまりました。眼鏡をお預か

りします。首が苦しくありませんりします。首が苦しくありませんりします。首が苦しくありませんりします。首が苦しくありません

か？か？か？か？

お客様： 大丈夫です。

CCCClerklerklerklerk :::: HowHowHowHow wouldwouldwouldwould youyouyouyou likelikelikelike youryouryouryour hairhairhairhair donedonedonedone today?today?today?today?

Customer: I’d like to have it short and permed.

CCCClerklerklerklerk :::: HowHowHowHow wouldwouldwouldwould youyouyouyou likelikelikelike youryouryouryour hairhairhairhair inininin thethethethe front?front?front?front?

Customer: Just below my eyebrows.

CCCClerklerklerklerk :::: Certainly.Certainly.Certainly.Certainly. PleasePleasePleasePlease letletletlet memememe keepyourkeepyourkeepyourkeepyour glassesglassesglassesglasses inininin

here.here.here.here. TellTellTellTell memememe ifififif thisthisthisthis isisisis uncomfortable?uncomfortable?uncomfortable?uncomfortable?

Customer: That feels fine.

(3)(3)(3)(3) ♪♪♪♪ シャンプーをするシャンプーをするシャンプーをするシャンプーをする ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ ComeComeComeCome thisthisthisthis waywaywayway totototo rinserinserinserinse youryouryouryour hair.hair.hair.hair. ♪♪♪♪

店員店員店員店員 ：：：： 痒いところはございませんか？痒いところはございませんか？痒いところはございませんか？痒いところはございませんか？

お客様： とくにありません。

店員店員店員店員 ：：：： 力加減はこのくらいでよろしいで力加減はこのくらいでよろしいで力加減はこのくらいでよろしいで力加減はこのくらいでよろしいで

すか？すか？すか？すか？

お客様： ええ、大丈夫です。

店員店員店員店員 ：：：： では、髪を流しますので、こちらでは、髪を流しますので、こちらでは、髪を流しますので、こちらでは、髪を流しますので、こちら

へどうぞ。へどうぞ。へどうぞ。へどうぞ。

お客様： はい。

店員店員店員店員 ：：：： 倒します。熱かったらおっしゃっ倒します。熱かったらおっしゃっ倒します。熱かったらおっしゃっ倒します。熱かったらおっしゃっ

てください。てください。てください。てください。

お客様： 大丈夫です。

CCCClerklerklerklerk :::: DoesDoesDoesDoes youryouryouryour hairhairhairhair feelfeelfeelfeel itchyitchyitchyitchy anywhere?anywhere?anywhere?anywhere?

Customer: Not particularly.

CCCClerklerklerklerk :::: IsIsIsIs thisthisthisthis tootootootoo strong?strong?strong?strong?

Customer: No. That’s all right.

CCCClerklerklerklerk :::: Now,Now,Now,Now, pleasepleasepleaseplease comecomecomecome thisthisthisthis waywaywayway totototo rinserinserinserinse youryouryouryour

hair.hair.hair.hair.

Customer: Sure.

CCCClerklerklerklerk :::: Certainly.Certainly.Certainly.Certainly. I'mI'mI'mI'm goinggoinggoinggoing totototo leanleanleanlean youyouyouyou backbackbackback now.now.now.now.

PleasePleasePleasePlease telltelltelltell memememe ifififif thethethethe waterwaterwaterwater isisisis tootootootoo hot.hot.hot.hot.

Customer: It’s fine.

(4)(4)(4)(4) ♪♪♪♪ 感想を聞く感想を聞く感想を聞く感想を聞く ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ TTTTakingakingakingaking ordersordersordersorders forforforfor foodsfoodsfoodsfoods ♪♪♪♪

店員店員店員店員 ：：：： いかがですか？いかがですか？いかがですか？いかがですか？

お客様： だいぶ軽い感じになったわね。気

に入りました。

店員店員店員店員 ：：：： そうですか。ありがとうございまそうですか。ありがとうございまそうですか。ありがとうございまそうですか。ありがとうございま

す。す。す。す。

CCCClerklerklerklerk :::: HowHowHowHow dodododo youyouyouyou likelikelikelike it?it?it?it?

Customer: It looks much lighter. I like it.

CCCClerklerklerklerk :::: IIII’mmmm gladgladgladglad youyouyouyou do.do.do.do. ThankThankThankThank you.you.you.you.

ホテルでホテルでホテルでホテルで TrackTrackTrackTrack 91919191 AtAtAtAt aaaa hotelhotelhotelhotel

(1)(1)(1)(1) ♪♪♪♪部屋の希望を聞く部屋の希望を聞く部屋の希望を聞く部屋の希望を聞く ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ WhatWhatWhatWhat kindkindkindkind ofofofof roomroomroomroom dodododo youyouyouyou like?like?like?like? ♪♪♪♪

店員店員店員店員 ：：：： いらっしゃいませ。ご予約頂いていらっしゃいませ。ご予約頂いていらっしゃいませ。ご予約頂いていらっしゃいませ。ご予約頂いて

おりますでしょうか？おりますでしょうか？おりますでしょうか？おりますでしょうか？

お客様： いいえ。急な旅行なので。部屋は

ありますか？

店員店員店員店員 ：：：： 何名さまですか・何名さまですか・何名さまですか・何名さまですか・

お客様： 一人です。

店員店員店員店員 ：：：： 何泊のご予定ですか？何泊のご予定ですか？何泊のご予定ですか？何泊のご予定ですか？

お客様：２泊したいのですが？

店員店員店員店員 ：：：： かしこまりました。お部屋をご用かしこまりました。お部屋をご用かしこまりました。お部屋をご用かしこまりました。お部屋をご用

意できると思います。意できると思います。意できると思います。意できると思います。

お客様：よかった。

店員店員店員店員 ：：：： お部屋のタイプはいかが致しましお部屋のタイプはいかが致しましお部屋のタイプはいかが致しましお部屋のタイプはいかが致しまし

ょうか？ょうか？ょうか？ょうか？

お客様： シングルで結構です。

店員店員店員店員 ：：：： こちらの宿泊カードに記入をお願こちらの宿泊カードに記入をお願こちらの宿泊カードに記入をお願こちらの宿泊カードに記入をお願

い致します。い致します。い致します。い致します。

お客様：分かりました。

CCCClerklerklerklerk :::: GoodGoodGoodGood evening.evening.evening.evening. DoDoDoDo youyouyouyou havehavehavehave aaaa reservation?reservation?reservation?reservation?

Customer: No. This is a last-minute trip. Are there

any rooms available?

CCCClerklerklerklerk :::: How many people in your party?

Customer: Only myself.

CCCClerklerklerklerk :::: How many nights would you like to stay?

Customer: Two nights.

CCCClerklerklerklerk :::: Certainly.Certainly.Certainly.Certainly. IIII thinkthinkthinkthink wewewewe cancancancan offerofferofferoffer youyouyouyou aaaa room.room.room.room.

Customer: Great.Great.Great.Great.

CCCClerklerklerklerk :::: WhatWhatWhatWhat kindkindkindkind ofofofof roomroomroomroom dodododo youyouyouyou like?like?like?like?

Customer: AAAA singlesinglesinglesingle roomroomroomroom willwillwillwill bebebebe fine.fine.fine.fine.

CCCClerklerklerklerk :::: PleasePleasePleasePlease fillfillfillfill inininin thisthisthisthis registrationregistrationregistrationregistration card.card.card.card.

Customer: Sure.Sure.Sure.Sure.
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(2)(2)(2)(2) ♪♪♪♪ 部屋の鍵を渡す部屋の鍵を渡す部屋の鍵を渡す部屋の鍵を渡す♪♪♪♪ ♪♪♪♪ AskingAskingAskingAsking customerscustomerscustomerscustomers totototo waitwaitwaitwait ♪♪♪♪

店員店員店員店員 ：：：： こちらがお部屋の鍵です。奥のエこちらがお部屋の鍵です。奥のエこちらがお部屋の鍵です。奥のエこちらがお部屋の鍵です。奥のエ

レベータをご利用下さい。レベータをご利用下さい。レベータをご利用下さい。レベータをご利用下さい。

お客様： ここは、チェックアウトは何時で

すか？

店員店員店員店員 ：：：：チェックアウトはチェックアウトはチェックアウトはチェックアウトは 10101010 時になってお時になってお時になってお時になってお

ります。ります。ります。ります。

お客様： 館内に朝食を取れる場所はありま

すか？

店員店員店員店員 ：：：： 朝食は１階のレストランでお取り朝食は１階のレストランでお取り朝食は１階のレストランでお取り朝食は１階のレストランでお取り

頂けます。頂けます。頂けます。頂けます。

お客様：分かりました。ありがとう。

CCCClerklerklerklerk :::: HereHereHereHere’ssss youryouryouryour roomroomroomroom key.key.key.key. RoomRoomRoomRoom 512.512.512.512. PleasePleasePleasePlease useuseuseuse thethethethe

elevatorelevatorelevatorelevator inininin thethethethe back.back.back.back.

Customer: When is the checkout time here?

CCCClerklerklerklerk :::: CheckoutCheckoutCheckoutCheckout timetimetimetime isisisis 10:0010:0010:0010:00 a.m.a.m.a.m.a.m.

Customer: Is there a restaurant in the hotel where I

can have breakfast.

CCCClerklerklerklerk :::: BreakfsastBreakfsastBreakfsastBreakfsast isisisis availabeleavailabeleavailabeleavailabele inininin thethethethe restaurantrestaurantrestaurantrestaurant

onononon thethethethe firstfirstfirstfirst floor.floor.floor.floor.

Customer: OK. Thank you.

(3)(3)(3)(3) ♪♪♪♪ メッセージを伝えるメッセージを伝えるメッセージを伝えるメッセージを伝える ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ ThisThisThisThis isisisis thethethethe message.message.message.message.♪♪♪♪

店員店員店員店員 ：：：： 512512512512 号室の鍵を。号室の鍵を。号室の鍵を。号室の鍵を。

お客様：こちらです。あ、スミス様。お出掛

けの間にブラウン様からお電話が

ありました。こちらがご伝言です。

店員店員店員店員 ：：：： どうも。どうも。どうも。どうも。

Customer: The key to Room 512, please.

CCCClerklerklerklerk :::: HereHereHereHere itititit is.is.is.is. Oh,Oh,Oh,Oh, Ms.Smith.Ms.Smith.Ms.Smith.Ms.Smith. Mr.BrownMr.BrownMr.BrownMr.Brown calledcalledcalledcalled

youyouyouyou whilewhilewhilewhile youyouyouyou werewerewerewere out.out.out.out. ThisThisThisThis isisisis thethethethe message.message.message.message.

Customer: Thank you.

(4)(4)(4)(4) ♪♪♪♪ チェックアウトの手続きを取チェックアウトの手続きを取チェックアウトの手続きを取チェックアウトの手続きを取

るるるる ♪♪♪♪

♪♪♪♪ Check out, please.♪♪♪♪

お客様： チャックアウトします。

店員店員店員店員 ：：：： かしこまりました。少々お待ち下かしこまりました。少々お待ち下かしこまりました。少々お待ち下かしこまりました。少々お待ち下

さい。さい。さい。さい。2222 万万万万 1350135013501350 円になります。明円になります。明円になります。明円になります。明

細をご確認下さい。細をご確認下さい。細をご確認下さい。細をご確認下さい。

お客様： はい。このカードでお願いします。

店員店員店員店員 ：：：： 申し訳ございませんが、こちらの申し訳ございませんが、こちらの申し訳ございませんが、こちらの申し訳ございませんが、こちらの

カードはご利用になれません。カードはご利用になれません。カードはご利用になれません。カードはご利用になれません。

お客様： あら、そうなの。じゃあ、トラベ

ラーズチェックは使えますか？

店員店員店員店員 ：：：： はい、お使え頂けます。はい、お使え頂けます。はい、お使え頂けます。はい、お使え頂けます。

Customer: Check out, please.

CCCClerklerklerklerk :::: Certainly.Certainly.Certainly.Certainly. JustJustJustJust aaaa moment,moment,moment,moment, please.please.please.please. ---------------- ItItItIt

comescomescomescomes totototo 21,35021,35021,35021,350 yen.yen.yen.yen. HereHereHereHere isisisis youryouryouryour bill.bill.bill.bill.

Customer: OK. I’ll pay with this credit card.

CCCClerklerklerklerk :::: IIII’mmmm sorry.sorry.sorry.sorry. WeWeWeWe dondondondon’tttt taketaketaketake thisthisthisthis creditcreditcreditcredit card.card.card.card.

Customer: Oh, really? Can I use travelrer’s check?

CCCClerklerklerklerk :::: Yes,Yes,Yes,Yes, thatthatthatthat willwillwillwill bebebebe fine.fine.fine.fine.
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(↑)polite ・丁寧 （⇔）socially ・標準的関係 (↓)friendly ・友人同士

****

1. Is this yours?

---- No, it isn’t.

That is mine.

Then, Whose is this?

--- It is ****.

いらっしゃいませ。何名様ですか？

これはあなたのですか？

----いいえ、ちがいますよ。

あれが私の（もの）です。

それでは、これは誰の（もの）ですか？

----**** の（もの）ですよ。

your suitcase? / his.

your clothes? / hers.

your ballpoint pen? / Tom’s.

your school? / theirs.

2. Excuse me. Is there a

bank around here?

---- Yes, there is.

There’s **** over

there.

How about a post office?

---- No, there isn’t.

There isn’t ****.

すみません。この辺に銀行はあります

か？

---- はい、ありますよ。向こうに

****がありますよ。

郵便局はどうですか？

---- いいえ、ありませんよ。****はあ

りません。

a supermarket? / a bookstore?

a hotel? / a drugstore?

a clinic? / a department store?

a convenience store?

a library? / a station?

a university?

3. (A) How much is

****?

--(B)It’s ninety

dollars.

(B) Expensive! Please

give me a discount.

--(B)How about eighty

(A) ****はいくらですか？

--(B) 90 ドルですよ。

(A) 高いよ！ちょっと安くしてくださ

いよ。

--(B) ８０ドルではどうですか？

this? / ten dollars.

that clothe? / twenty dollars.

this clothe? / thirty dollars.

these all? / forty dollars.

that watch? / fifty dollars.
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dollars?

(A) Okay. Thanks. (A)いいですよ。ありがとう。

that computer? / six hundred

dollars.

that car? / seven thousand

dollars.

4. Excuse me. Does this

bus go to Nagoya?

---No, it doesn’t.

It goes to ****.

すみません。このバスは名古屋に

行きますか？。

---- いいえ、行きません。

****に行きます。

this train / Hiroshima.

this subway / Umeda.

this airplane / New York.

this ship / Hokkaido.

this express bus / Kyushu.

高速バス

5. I’ll get out here.

How much is it?

--- All right. It’ll be

9 dollars.

(A) Please keep the

change.

(A)ここで下りますよ。いくら

ですか？

---- (B) はい。９ドルになります。

(A) お釣りはとっておいてください。

at the next signal.

at the next crossing.

次の交差点

around the corner.

角のあたりで

in front of the bank.

over there.

6. (A) How many

members are there

in your family?
--(B) Five. My wife,

three children and I.

How about you?

(A) There are three. My

grandfather, my husband

and I.

(A) ご家族は何人ですか？

-- (B) ５人です。妻と子供３人に私で

す。あなたは？

(A) ３人です。祖父と主人と私です。

employees / in this company?

students / in this college?

workers / at this station?

public officials / in your

country?

doctors / in that hospital?

people / in this city?
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7. (A) Excuse me. How much

is this glass?

--(B) It is 5,000

dollars.

(A) Why is it so

expensive?
--(B) Because it is

imported.

(A) すみません。このグラスはいくらで

すか？

---- (B) 5,000 ドルですよ。

(A) なぜ、そんなに高いんで

すか？
---- (B) 輸入品だからです。

1s he so bad?

are you so late?

are they so angry?

are you thnking that way?

is he apologizing to her?

is she refusing your offer?

are they laughing?

crying? smiling? singing?

8. How fast is the

car?
---- It’s the fastest in

the world.

その車はどのくらい速いんで

すか？
---- 世界で一番速いんですよ。

high is the mountain?

heavy is the bag?

hot is the bath?

expensive was the diamond?

important was that person?

big was the company?

long was the bridge?

9. How long does it

take to drive to

Tokyo?
--- It takes about 9

hours.

東京まで運転して、どのくら

い時間がかかりますか？

-----９時間くらいです。

by airplane?

飛行機で

to walk there?

そこまで歩いて

to run to the airport?

空港まで走って

10. What kind of

sports do you

like?
---- I like soccer.

どんなスポーツが好きです

か？

----- サッカーが好きです。

colors / white, green,

yellow, black, red,

gray, blue, pink,

purple, orange

food / Korean food

sports / tennis, baseball

seasons / spring, summer,

fall, winter

11. Sorry. Would you

wait for a moment?
---- OK. Please take

your time.

すみません。少し待ってもら

えませんか？
---- いいですよ。ゆっくりしてくださ

い。

take a picture? /

press the button? /

carry the baggage? /

speak more slowly? /
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Please wait a moment? どうか、少し、待ってください。

say that again? /

close the window?

12. Excuse me. Would

you tell me how to

get to the hotel?
---- Yes. Go straight

along street and it’s on

your right.

Would you tell me what

to do?

Would you tell me when

to call?

Would you tell me who to

meet?

Would you tell me where

to go?

すみません。ホテルにどうや

って行くのか教えてもらえま

せんか？
---- いいですよ。この道をまっすぐ行

って、右側にありますよ。

何をするのか教えてもらえませんか？

いつ電話するのか教えてもらえません

か？

誰に会うのか教えてもらえませんか？

どこへ行くのか教えてもらえません

か？

how to open the door? /

how to say this in English? /

how to apologize to her? /

say that again? /

how to use this copying machine?

how to use a vending machine? /

what to present for his birthday?

when to call him? /

who to meet at the meeting? /

where to meet the manager? /

13. How can I live on

without money?

---- Don’t worry about

it. You can live on with

love.

I need nothing if you

are with me.

お金がなくて、どうして生き

て行けますか？

---- 心配しないで。愛があれば、生き

て行けますよ。

succeed without working hard?

live on without water? /

live on without good heart? /

live on without work? /

study English? /

get in touch with you? /

be happy without him? /

be sad with you? /

⑯ love story by oscar

Where do I begin

to tell a story of how great a love can be?

the sweet love story that is older than the

sea

the simple truth about the love she brings

to me

She fills my soul with so much love

that anywhere I go

I'm never lonely.

With her along who could be lonely?

I reach for her hand,

it's always there.
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Where do I start?

With her first hello,

she gave a meaning to this empty world of

mine.

There'd never be another love,

another time.

She came into my life and made the living

fine.

she fills my heart,

she fills my heart

with very special things,

with angel songs,

with wild imaginings.

How long does it last?

Can love be measured by the hours in a day?

I have no answers now but this much I can say:

I know I'll need her till the stars all burn away

and she'll be there.

How long does it last?

Can love be measured by the hours in a day?

I have no answers now but this much I can say:

I know I'll need her till the stars all burn away

and she'll be there.
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16. He’s probably ****. （彼は）たぶん****でしょう。 a tennis coach. / a teacher.

working at ABC. / coming soon.

17. Everyone ****.

Many people

Most people

みんな、****。

たくさんの人

ほとんどの人

does it. / likes it.

has a mobile phone.

knows that. / makes mistakes.

feels blue. / has slump.

goes to hot springs.

is off on Christmas Day.

drives in the U.S.

18. I’m not that ****.

You’re not that

He’s not that

She’s not that

They’re not that

（私は）そんなに****ではないよ。 smart. / foolish. / hungry.

strong. / happy. / sad.

good. / bad. / tall.

rich. / poor. / beautiful.

good-looking. / kind. / nice.

patient. / young. / old.

lazy. / honest.

19. I didn’t think ****. ****だとは思わなかった。 I made it. / he was nice.

he was from America.

the test was difficult.

20. What **** do you like? どの****が好きですか？ musician / computer / color

movie / food / sport

21. I’m ****ing tomorrow.

tonight.

this weekend.

明日****するんです。 taking a big test.

having dinner with Mary.

going shopping.
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in June.

after lunch.

next week.

getting married

giving a speech.

22. Are you ****ing tomorrow? （明日）****するんですか？ coming tomorrow?

going out tomorrow?

going to the festival tonight?

working this weekend?

taking the train?

graduating next year?

23. That looks ****. ****そうだよ。（****みたいだね。） difficult. / risky.

delicious. / fun.
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各行の単語は各行の単語は各行の単語は各行の単語は母音母音母音母音が同じです。＊印の単語は本課の単語です。が同じです。＊印の単語は本課の単語です。が同じです。＊印の単語は本課の単語です。が同じです。＊印の単語は本課の単語です。

＊

1. air where wear software hardware dare ～ ＊There’s ～

[ ] どこ 着る ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ ～する勇気

がある

～がある

2. air hair pair there where

[ ] 髪の毛 対・ペア あそこ どこ

3. bed set get ～ wet sweat sweater ＊next

[e] セット ～になる 濡れて 汗 セーター 次の

4. set bed met get ～ forget vegetable ＊credit

[e] ベッド 会った ～になる 忘れる 野菜 信用

5. bed set wet pet well help

[e] セット 濡れて ペット よく・上手に 手伝う

6. red head bread ready already spread

[e] 頭 パン 用意できて もうすでに 敷（し）く

7. a may ～ stay ate date today ＊majoring ～

[ei] ～してよろしい 留（とど）まる 食べた 日付（ひづけ） 今日 ～を専攻して

8. day say may ～ play table orange ＊change

[ei] 言う ～してよろしい 遊ぶ テーブル オレンジ 変える

9. cake make take wake awake shake

[ei] 作る 取る 起こす 起きている 振る・握る

10. car park part bar arm garbage ＊art

[a:] 公園 パート バー 腕（うで） ゴミ 美術

11.er/ur were ～ turn perfect hurry curry ＊shirt

[ ] ～でした 曲がる 完璧な 急ぐ カレー シャツ

12. at cat hat that back jacket ＊married.

[ ] ネコ 帽子 あれ 後ろ・バック 上着（うわぎ） 結婚して

13. at am ～ jam A and B add address ＊passport

[ ] ～です ジャム Aと B 付け加える アドレス パスポート

14. I nice side inside upside ＊life ＊retiring

[ai] 素敵な ｻｲﾄﾞ・側 内側(ｳﾁｶﾞﾜ) 上側(ｳｴｶﾞﾜ) 人生・生活 退職して

15. I night light ＊might～ sight ＊mind ＊Thailand

[ai] 夜 明（あか）り ～かもしれない ｻｲﾄ・場所 心（こころ） タイ

16. i in ill pill business ＊fridge ＊thinking

[i] 中に 病気の 丸薬・薬 ビジネス 冷蔵庫 考えて

17.with with ～ wish will win wind window

[wi] ～と 願う ～するつもりだ 勝つ 風 窓
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18. ear hear ＊clear tear near rear ＊year

[ ] 聞こえる かたづける 泪・涙 近くに 後（うし）ろ 年

19. e see meet feel sleep seat e-mail

[i:] 見える 会う 感じる 眠（ねむ）る 座席 イーメール

20. good wood would ～ put foot should ～

[u] 森 ～するだろう 置く 足 ～すべきだ

21. to do move school cool ＊move ＊movie

[u:] する 動く 学校 涼（すず）しい 動く 映画

22. you use useful beauty beautiful cute ＊shoe

[ju:] 使う 有用な 美 美しい かわいい 靴（くつ）

23. Oh! note coat cold old home ＊go

[ou] ノートする コート 冷(ﾂﾒ)たい 古い 家に 行く

24. out now how bow town allow ＊about ～

[au] 今、 どのように お辞儀する 街 許（ゆる）す ～について

25. doctor lock knock watching What? water ＊pocket

[a = ] カギをかける ノックする 見て 何？ 水 ポケット

26. off off office offer coffee store ＊door

[ = ] 離（はな）れて 事務所 差し出す コーヒー ストア・商店 ドア

27. oil boil boiling coil boy toy

[ ] 煮（に）る 沸（わ）いて コイル・巻く 少年 オモチャ

28. but bus brush cut come ＊company ＊another
[ ⋀] バス 歯ブラシする 切る 来る 会社 別の

29. but love flood ＊blood ＊someone ＊something ＊month
[ ⋀] 愛する 洪水 血 或る人 或る物 月
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WritingWritingWritingWriting andandandand GrammarGrammarGrammarGrammar

Say it in English. ****

I’m thinking

about ****ing.

****しようと思っています getting married

getting a pet

going to America

majoring in art

changing my look

going to another company

There’s ****. ****があります（＝います）。 some rice

leftovers

someone

something

a hole

blood
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PracticePracticePracticePractice makesmakesmakesmakes perfectperfectperfectperfect（（（（鉄杵磨成針、功到自然成）鉄杵磨成針、功到自然成）鉄杵磨成針、功到自然成）鉄杵磨成針、功到自然成） P.4P.4P.4P.4（とっさのひとこと）（とっさのひとこと）（とっさのひとこと）（とっさのひとこと）

各行の単語は母音が同じです各行の単語は母音が同じです各行の単語は母音が同じです各行の単語は母音が同じです。。。。先ず類似の基本単語に習熟してから先ず類似の基本単語に習熟してから先ず類似の基本単語に習熟してから先ず類似の基本単語に習熟してから、、、、発音記号を利用するのが自然です発音記号を利用するのが自然です発音記号を利用するのが自然です発音記号を利用するのが自然です。。。。

1. air where wear software hardware

[ ] どこ 着る ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ

2. air hair pair there where

[ ] 髪の毛 対・ペア あそこ どこ

3. bed set get ～ wet sweat ＊sweater ＊Let’s ～!

[e] セット ～になる 濡れて 汗 セーター ～しよう！

4. set bed met get ～ forget ＊vegetable ＊seven

[e] ベッド 会った ～になる 忘れる 野菜 ７

5. bed set wet pet well help ＊left ～

[e] セット 濡れて ペット よく・上手に 手伝う ～たままにした

6. red head bread ready ＊already ＊ten ＊pretend～

[e] 頭 パン 用意できて もうすでに １０ ～のふりをする

7. a may ～ stay ate date ＊today ＊change

[ei] ～してよろしい 留（とど）まる 食べた 日付（ひづけ） 今日 変える

8. day say may ～ stay play ＊table able

[ei] 言う ～してよろしい 留まる 遊ぶ テーブル 有能な

9. cake make take wake ＊awake shake ＊play ～

[ei] 作る 取る 起こす 起きて 振る・握る ～をして遊ぶ

10. car park part bar arm ＊garbage ＊hard

[a:] 公園 パート バー 腕（うで） ゴミ 熱心に

11.er/ur were ～ turn perfect hurry curry

[ ] ～でした 曲がる 完璧な 急ぐ カレー

12. at cat ＊catch that back ＊bat ＊bath

[ ] ネコ 捕（つか）まえる あれ 後ろ・バック 打つ 風呂

13. at am ～ jam gram ＊nap ＊channel ＊asparagas

[ ] ～です ジャム ｇ・ｸﾞﾗﾑ 昼寝（ひるね） チャンネル アスパラガス

14. I nice side inside upside fire tired

[ai] 素敵な ｻｲﾄﾞ・側 内側(ｳﾁｶﾞﾜ) 上側(ｳｴｶﾞﾜ) 火 疲れて

15. I night light ＊lie sight tiger ＊dry

[ai] 夜 明（あか）り 横になる ｻｲﾄ・場所 虎（とら） 拭く・乾かす
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16. i in dinner ill ＊business ＊bee ＊be ～

[i] 中に ディナー 病気の ビジネス 蜂・ミツバチ ～ている

17. ear hear ＊clear tear near rear fear

[ ] 聞こえる かたづける 泪・涙 近くに 後（うし）ろ 恐（おそ）れる

18. e see meet ＊sweet sleep ＊leave ＊leaking

[i:] 見える 会う 甘い・素敵な 眠（ねむ）る ～たままにする 漏（も）れて

19. good wood would ～ put foot ＊should ～ ＊good

[u] 森 ～するだろう 置く 足 ～すべきだ よい

20. to do move school cool tool ＊soon

[u:] する 動く 学校 涼（すず）しい 道具・工具 すぐに・早く

21. Oh! note coat cold home ＊homework ＊program

[ou] ノートする コート 冷(つめ)たい 家に 宿題 プログラム

22. out now how bow town allow allowance

[au] 今、 どのように お辞儀する 街 許（ゆる）す お小遣い

23. doctor clock knock ＊watching ＊water ＊want

[a = ] 置（おき）時計 ノックする 見て 水 ほしがる

24. off off office offer ＊store more ＊tomorrow

[ = ] 離（はな）れて 事務所 差し出す ストア・商店 もっと 明日

25. oil boil ＊boiling coil soil toy toilet

煮（に）る 沸（わ）いて コイル・巻く 土壌・土 オモチャ 便器

26. but cut cup rush come ＊study
[ ⋀] 切る カップ ラッシュ 来る 勉強する

27. but bus must brush lunch hungry ＊enough

[ ⋀]
バス ～しなければ

ならない

歯ブラシする ランチ 空腹で 充分な
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WritingWritingWritingWriting andandandand GrammarGrammarGrammarGrammar P.3P.3P.3P.3 ItItItIt’ssss tootootootoo late!late!late!late! 遅すぎるよ！遅すぎるよ！遅すぎるよ！遅すぎるよ！

文法説明文法説明文法説明文法説明

Sorry,

すみませんが、

Sorry. Help me? --- Yes, sure!

すみませんが、手伝ってくれる？

--- ええ、いいですよ。

Thank you! ---- Welcome!

OK? --- Yes, OK. Excuse me.

いいですか？―― いいですよ。 失礼します。

Too late! ---- No, not so late. much! many! hot! No, not ～.

遅すぎる！― いいえ、そんなに遅

くはないよ。

(do you)の部分は小声での部分は小声での部分は小声での部分は小声で。。。。

When do?

いつするの？

go? eat? meet? work? When (do you) do?

いつしますか？

Where do?

どこでするの？

meet? test? give? get? Where (do you) go?

どこに行きますか？

Who meet?

だれに会うの？

go? say? can? get? Who (do you) tell?

誰に言いますか？

What do?

何をするの？

say? study? get? take? What (do you) eat?

何を食べますか？

Why do?

なぜするの？

test? go? meet? pay? Why (do you) do?

なぜしますか？

How do?

どうするの？

eat? go? say? cook? How (do you) do?

どうしますか？（どのように）

Open! Opera! Operate! Power! Popeye!

o + p → e ＝ n

穴＋光 → 目 ＝ 見える

o（口・孔） hole mouth nose look fool oral

孔・穴・洞 口 鼻 見る 間抜け 口述の

p（光） pupil photo picture optics copy Popeye hope

瞳 写真 絵・繪 光学 コピーする 出目・ポパイ 希望

e（瞳） eye see meet seem seek

眼・目 見える 会（會）う ～みたいだ 目で捜す

a（耳） ear hear fear audition audio aural

耳 聞こえる 恐懼 聴衆 音響 聴覚の
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WritingWritingWritingWriting andandandand GrammarGrammarGrammarGrammar P.4P.4P.4P.4 OpenOpenOpenOpen youryouryouryour eyes.eyes.eyes.eyes. 目を開けなさい。目を開けなさい。目を開けなさい。目を開けなさい。
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PracticePracticePracticePractice makesmakesmakesmakes perfectperfectperfectperfect（（（（鉄杵磨成針、功到自然成）鉄杵磨成針、功到自然成）鉄杵磨成針、功到自然成）鉄杵磨成針、功到自然成） P.5P.5P.5P.5（とっさのひとこと）（とっさのひとこと）（とっさのひとこと）（とっさのひとこと）

各行の単語は母音が同じです各行の単語は母音が同じです各行の単語は母音が同じです各行の単語は母音が同じです。。。。先ず類似の基本単語に習熟してから先ず類似の基本単語に習熟してから先ず類似の基本単語に習熟してから先ず類似の基本単語に習熟してから、、、、発音記号を利用するのが自然です発音記号を利用するのが自然です発音記号を利用するのが自然です発音記号を利用するのが自然です。。。。

1. air where wear software hardware ＊share

[ ] どこ 着る ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ 分（わ）け前

2. air hair pair there where

[ ] 髪の毛 対・ペア あそこ どこ

3. bed set get ～ wet sweat ＊sweater ＊Let’s ～!

[e] セット ～になる 濡れて 汗 セーター ～しよう！

4. set bed met ＊mess forget ＊vegetable ＊seven

[e] ベッド 会った 混乱・乱雑 忘れる 野菜 ７

5. bed set wet pet well help ＊left ～

[e] セット 濡れて ペット よく・上手に 手伝う ～たままにした

6. red head bread ready ＊already ＊ten ＊pretend～

[e] 頭 パン 用意できて もうすでに １０ ～のふりをする

7. a may ～ stay ate date ＊today ＊change

[ei] ～してよろしい 留（とど）まる 食べた 日付（ひづけ） 今日 変える

8. day say may ～ stay play ＊table able

[ei] 言う ～してよろしい 留まる 遊ぶ テーブル 有能な

9. cake make take wake ＊awake shake ＊play ～

[ei] 作る 取る 起こす 起きて 振る・握る ～をして遊ぶ

10. car park part bar arm ＊garbage ＊hard

[a:] 公園 パート バー 腕（うで） ゴミ 熱心に

11.er/ur were ～ turn ＊birthday ＊shirt ＊skirt ＊detergent

[ ] ～でした 曲がる 誕生日 シャツ スカート 洗剤

12. at cat ＊catch that back ＊bat ＊vacuum

[ ] ネコ 捕（つか）まえる あれ 後ろ・バック 打つ 掃除機をかける

13. at am ～ jam gram ＊nap ＊channel ＊asparagas

[ ] ～です ジャム ｇ・ｸﾞﾗﾑ 昼寝（ひるね） チャンネル アスパラガス
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14. I nice side inside ＊iron fire tired

[ai] 素敵な ｻｲﾄﾞ・側 内側(ｳﾁｶﾞﾜ) アイロンをか

ける

火 疲れて

15. I night light ＊lie sight tiger ＊dry

[ai] 夜 明（あか）り 横になる ｻｲﾄ・場所 虎（とら） 拭く・乾かす

16. i in dinner ill ＊business ＊bee ＊be ～

[i] 中に ディナー 病気の ビジネス 蜂・ミツバチ ～ている

17. ear hear ＊clear tear near rear fear

[ ] 聞こえる かたづける 泪・涙 近くに 後（うし）ろ 恐（おそ）れる

18. e see meet ＊sweet sleep ＊leave ＊dream

[i:] 見える 会う 甘い・素敵な 眠（ねむ）る ～たままにする 夢を見る

19. good wood would ～ put foot ＊should ～ ＊good

[u] 森 ～するだろう 置く 足 ～すべきだ よい

20. to do move school cool tool ＊soon

[u:] する 動く 学校 涼（すず）しい 道具・工具 すぐに・早く

21. Oh! note ＊grocery ＊smoking ＊clothes ＊close ＊fold

[ou] ノートする お店（みせ） タバコ吸うの 衣服・服 閉じる・閉める 畳（たた）む

22. out now how bow town allow ＊crowded

[au] 今、 どのように お辞儀する 街 許（ゆる）す 人がいっぱい

23. doctor clock knock ＊watching ＊water ＊jogging ＊mop

[a = ] 置（おき）時計 ノックする 見て 水 ジョギング モップをかける

24. off off office offer ＊store ＊floor ＊door

[ = ] 離（はな）れて 事務所 差し出す ストア・商店 床（ゆか） ドア

25. oil boil ＊boiling coil soil toy toilet

[ ] 煮（に）る 沸（わ）いて コイル・巻く 土壌・土 オモチャ 便器

26. but cut cup rush ＊dust ＊study ＊scrub

[ ⋀] 切る カップ ラッシュ ホコリをはらう 勉強する 擦（こす）る

27. but bus must brush ＊brother hungry ＊enough

[ ⋀]
バス ～しなければ

ならない

歯ブラシする 兄・弟 空腹で 充分な
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WritingWritingWritingWriting andandandand GrammarGrammarGrammarGrammar P.5P.5P.5P.5 OpenOpenOpenOpen youryouryouryour eyes.eyes.eyes.eyes. 目を開けなさい。目を開けなさい。目を開けなさい。目を開けなさい。

FAQ(FrequentlyFAQ(FrequentlyFAQ(FrequentlyFAQ(Frequently AskedAskedAskedAsked Questions)Questions)Questions)Questions) words

1 A good listener seldom ( ) enemies.

① make ② makes ③ to make

1-1 A good listener seldom ( ) enemies.

1-2 A good listener never ( ) enemies.

1-3 Good listeners ( ) enemies.

* list listen listener

listening test

* met never seldom enemy

enemies

2 We ( ) the matter for hours but came to no conclusion.

① spoke ② discussed ③ discussed about ④ said

2-1 We told the news.

2-2 We knew the news.

2-3 We said the truth.

* our hour hours

* cut discuss discussed

* pet red said

* room true truth

* news new knew

3 There are a lot of expressions used by English people when

( ) about the weather.

① discussing ② saying ③ talking ④ telling

3-1 ---- when (they are) telling the news.

3-2 ---- when (they are) discussing the problem.

* red express expression

* you use used

* our hour about

* red wedding when weather

4 The girl ( ) her mother.

① resembles ② resembles to ③ looks ④ looks like to

4-1 The girl looks like her mother.

* read repeat retire

resemble

5 In the course of our conversation, he () his youth.

① referred ② referred about ③ referred to

5-1 ----, he went to his youth.

* court course of course

* contest converse

conversation

* read resemble refer

referred

* you youth

100 I usually ( ) home at around eight o’clock.

① leave ② am leaving ③ have studied ④ will study

100-1 I am leaving now.

100-2 I have studied English before.

100-3 I will study Math tomorrow.

* use usually

* a ate eight

* lock clock o’clock(=of the

clock)

* bus but cut study

101 On my way to school every day, I generally ( ) many dogs and

cats.

① were seeing ② am seeing ③ see ④ was seen

101-1 I was seeing him at that time yesterday.

101-2 We were seeing him at that time yesterday.

101-3 I am seeing him now.

1-1-4 I was seen yesterday

* met seven every

general generally

102 The scientists told us that light ( ) faster than sound.

① travel ② traveling ③ travels ④ traveld

102-1 They tell us that they study in America.

102-2 They told us that they studied in America.
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105 I ( ) in China for three years when I was a child, but I can’t

speak Chineses at all.

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

①②③④

On my way to school every day, I generally ( ) many dogs and

cats.

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

①②③④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

①②③④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

①②③④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④
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①②③④


