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1. When do you have your Zumba class? (use 〜んです) 

ズンバのクラスはいつあるんですか。 
 

2. Twice a week on Tuesday and Wednesday from 6 o’clock. (as a response to #1) 
毎週２回、火、水の６時からです。 
 

3. I shop once a week. 
週に１回買い物をします。 
 

4. I brush my teeth twice a day. 
一日に２回はをみがきます。 
 

5. What!? Aren’t you going to eat any? (surprised) (use 〜んです) 
あれっ？ぜんぜん食べないんですか。 
 

6. That’s right. (Lit. Yes) Today I’m going to an all-you-can-cat shabu shabu restaurant with a friend, 
(response to #5, offering it as a reason) 
ええ、今日はともだちとしゃぶしゃぶ食べほうだいの店に行くんです。 

 
7. You don’t cook at all? (surprised, incredulous) (use 〜んです) 

ぜんぜんりょうりをしないんですか。 
 

8. Almost everyday it’s either eating out or a box lunch from the convenience store.  
ほとんど毎日がいしょくかコンビニのべんとうです。 
 

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

       -- Fish, tofu, ginger and red pepper are in it. 
   さかなととうふとしょうがととうがらしが入っています。 
 
10. You’re early today, aren’t you? Do you come at this time every day (being curious, inquisitive)? (use 

〜んです) 
きょうははやいですね。毎日この時間に来るんですか。 

 
11. The pork cutlet in this shop comes with rice and miso soup. 

このみせのトンカツにごはんとみそしるがついています。 
 

12. Susan, aren’t you wearing beautiful earrings! 
スーザンさん、きれいなイヤリングをしていますね。 
 



13. Ms. Takahashi is an energetic and cheerful person. 
たかはしさんは げんきであかるい人です。 
 

14. Did you forget something? 
何か わすれましたか。 
 

15. Yes. It’s a small blue paper bag and it has a little box in it. (response to #14) 
はい。小さくてあおい かみぶくろで中に小さいはこが入っています。 
 

16. The food at the restaurant is cheap and delicious. 
レストランの食べものは やすくて美味しいです。 
 

17. The person at the Italian restaurant is Italian but he is good at Japanese and kind. 
イタリアりょうりの店の人はイタリア人ですが、日本語がじょうずでしんせつです。 
 

18. I’ll come get it right away. 
今から とりに行きます。 
 

19. 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。 
 

20. I am shorter than my younger sister. 
わたしはいもうとより せがひくいです。 
 

21. I left (lit. forgot) a paper bag at your store. 
そちらにかみぶくろをわすれました。 
 

22. Is it not near the cash register? 
レジのあたり（ちかく）にありませんか。 
 

23. I’ll try eating “Uni” and see if I like it. 
うにを食べてみます。 
 

24. They are both delicious, aren’t they? 
どちらもおいしいですね。 
 

25. Maple syrup is the most popular. 
メープルシロップがいちばん人気があります。 
 

26. What is the most popular souvenir of Canada? 
カナダのおみやげは何がいちばん人気がありますか。 
 

27. Smoked salmon is also popular. 
スモークサーモンも人気があります。 
 



28. I like baseball the best. 
やきゅうが いちばんすきです。 
 

29. What sport do you like the best? 
スポーツ（の中）で何がいちばんすきですか。 
 

30. Among cheesecake, Tiramisu and apple pie, which dessert do you like best?  
デザートはチーズケーキとティラミスとアップルパイの中でどれがいちばんすきですか。 
 

31. Going from San Francisco to Millbrae, which is faster, Caltrain or BART? 
サンフランシスコからミルブレイまでカルトレインとバートとどちらがはやいですか。 
 

32. I’m not doing anything this evening. 
こんばん何もしません。 
 

33. Mr. Smith, are you going anywhere this Saturday? 
スミスさん、今週の土よう日にどこか行きますか。 
 

34. Mary has a cute hat and a pretty (fashion) scarf on. (use two different verbs) 
メアリー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。 
 

35. Tiffany has red shoes on. 
ティファニーさんは あかいくつを はいています。 
 

36. 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。 
 

37. 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。 
 

38. I’m going home to get the thing I forgot (left behind). 
うちに わすれものをとりに かえります。 
 

39. 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買いに行きました。 
 

40. Do you have the same color as this in a medium size? (to a shop attendant) 
これとおなじいろの M サイズはありませんか。 


