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1. Are you doing anything on Wednesday? 

水よう日に 何か しますか。 

2. I’m not going anywhere this weekend. 
今しゅうまつ どこ（に）も 行きません。 
今どの しゅうまつに どこ（に）も 行きません 

 
3. Going from San Francisco to Sausalito, which is faster, a bus or a ferryboat? 

サンフランシスコから サウサリートまで バスとフェリーと どちらが は
やいですか。 
 

4. Among apple pie, chocolate cake and Tiramisu, which dessert do you like best? 
デザートは アップルパイとチョコレート・ケーキとティラミスの中で ど

れがいちばんすきですか。 
 

5. I want to try drinking one glass of white wine and one glass of red wine. (Use “each” 
and the correct counter) 
白ワインと あかワインをいっぱいずつ飲んでみます。 

 
6. It’s a small blue paper bag and it has a cute box inside it. 

小さいかみぶくろで中にかわいいはこが入っています。 
 
7. Donna, aren’t you wearing a cute dress! 

ドナさん、かわいいワンピースを きていますね！ 

8. What’s in this soup? 
このスープに何が入っていますか。 

 
9. Is there fish in the soup? 

スープに さかなが入っていますか。 
 
10. This is the biggest size and the most expensive. 

これは いちばん大きいサイズで いちばん高いです。 
 
11. This cell phone is light and thin. 

このけいたいは かるくてうすいです。 

12. This cell phone is not popular. 
      このけいたいは 人気がありません。 
 
13. Which month of the year is the coldest? 

1 年の中で何月がいちばん さむいですか。 



 
14. Let’s go see a movie. 

えいがをみに行きましょう。 
 
15. I’m riding in an elevator. 

エレベーターに のっています。 
 
16. There is a lot of documents in the cabinet. 

キャビネットに しょるいが たくさん入っています。 
 
17. There’s a balcony attached to the apartment. 

アパートにバルコニーがついています。 
 
18. Among the books on the list, which one is the most interesting? 

リストの本の中でどれがいちばん おもしろいですか。 
 
19. Whose car is newer, Mr. Tanaka’s or Mrs. Tanaka’s? 

田中さんのくるまとミルズさんのくるまと どちらが  あたらしいですか。 
 
20. As for dessert, what would be good / what would you prefer? 

デザートは何がいいですか。 
 
21. What would be a good birthday present for my wife? (asking for advice) 

つまの たんじょうびのプレゼントは何がいいでしょうか。 

22. Is there anybody in the room? 
へやに だれか いますか。 

 
23. Which is more expensive, coffee or black tea? 

コーヒーとこうちゃと どちらが 高いですか。 
 

24. The United States is larger than China. 
アメリカは中国より大きいです。 

 
25. Which (sport) among soccer, tennis and golf do you like best? 

スポーツはサッカーとテニスとゴルフの中で どれがいちばん すきですか。 
 
26. Do you have the same color as this in a medium size. (to a shop attendant) 

これと おなじいろで M サイズは ありませんか。 
 
27. Mr. Mills went to Akihabara to buy a new computer last week. 

ミルズさんは 先週あきはばらに あたらしいパソコンを かいに行きまし

た。 
 



28. These chocolates are in a pretty and interesting package, aren’t they? 
このチョコレートはきれいでおもしろいパッケージですね。 
このチョコレートはきれいでおもしろいパッケージに入っていますね。 

 
29. Mr. Mills is a Canadian and Mr. Kato is a Japanese. 

ミルズさんはカナダ人で、かとうさんは日本人です。 
 
30. Would you like to go to eat something (with me)? 

いっしょに何か食べに行きませんか。 
 
31. Restaurant Roma is an Italian restaurant and it’s close to the Ginza subway station. 

レストラン・ローマはイタリアりょうりのレストランで、ちかてつのぎんざ

えきのちかくにあります。 
 
32. Mary has red shoes on. 

メアリーさんは あかいくつを はいています。 
 
33. Susan has a cute hat and a pretty (fashion) scarf on. (use two different verbs) 

スーザンさんは かわいいぼうしをかぶっていて、きれいなスカーフをして

います。 


