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レッスン：４.２           中級１の最後の宿題               ハルパー先生 

 

                         名前________________  

 

 

1. Draw a picture of a room described below (on the next page). 
 

ここは えいぎょうか（sales）の部屋です。この部屋には ドアが ふたつあります。部屋には つくえが ななつ あります。いすもななつあ

ります。人は いま 8 人います。かちょう（section chief）のつくえは 部屋のおく（back）です。かちょうのつくえの上に本や電話やコンピュ

ータがあります。コンピュータは つくえの左のすみにあります。コンピュータの右に本が 7 さつあります。本のとなりにかぞくのしゃしんが

あります。しゃしんの前に 電話があります。電話のとなりに ペンが 3 本あります。かちょうのつくえの後ろに まどがあります。まどの上に 

時計があります。まどの近くには ロッカー（lockers）もあります。そして 部屋の右に おおきい本だな（book shelf）があります。そのとな

りにカレンダーもあります。 

さとうさんのつくえと  おのさんのつくえと  はやしさんのつくえは  部屋の右側にあります。さとうさんのつくえの上には  コンピュータと

ペンが 1 本と かみが 10 まいぐらいと 電話が 1 だいあります。おのさんのつくえの上には コンピュータと本が 7 さつと ペンが 4 本とかみ

が 1 まいと 電話があります。はやしさんのつくえの上にも 本や電話やコンピュータがあります。ぺンも 2 本あります。おおきいふうとう

(envelope)と しんぶんもあります。ながいさんのつくえと  ひろたさんのつくえと  山もとさんのつくえは  部屋の左側にあります。ながいさ

んのつくえの上には コンピュータやペンがあります。ペンは 3 本あります。そして かみが２まいと はいざら(ash tray)と電話が 

1 だいと けいさんき（calculator）が 1 だいと コップがあります。山もとさんのつくえの上にも コンピュータや本や電話があります。ふつう

の（regular）ふうとうと ペンもあります。ひろたさんのつくえの上は きれいです｡ コンピュータと電話とかみがあります。 

2. Describe your room or apartment in as much detail as you can. 
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(continued - Draw a picture of a room described in task #1). 
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3. Put the following passages and dialogues into Japanese. 

(3.1) Family’s visit 

英

語 

My mom and my younger sister came to San Francisco last Sunday so I went to the airport. They 
came by U.A. #809 (809 びん). We took a taxi to Hotel Nikko (にっこうホテル). Hotel Nikko is a 
bit expensive but nice, and the people at the front desk were kind. They checked in and got two 
keys to the room. Their room was on the 10th floor. We went to the room. It was a very beautiful 
room. I got some souvenirs from my mom and my sister. We then went to lunch. My mom ordered 
some pasta, a small salad and coffee. My sister decided on a cheeseburger and small cola. I 
ordered a cheeseburger and coffee. 

日

本

語 

 

 
(3.2) At a restaurant 

 

英語 日本語 

Host: Hi! How many (people in 
your party), please? 

 

Me: Three.  

Host: This way, please.  

  

英語 日本語 

Waiter: Hi! Are you ready to 
order (Have you decided)? 

Me: Can we have a few more 
minutes? 
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英語 日本語 

Waiter: What would you like?  

Me: Mom, what will you have?  

Mom: Well, may I have spaghetti, a small salad 
and coffee? 

 

Sister: I think I’ll have a cheeseburger and cola.  

Waiter: Would you like large cola or small cola?  

Sister: Small, please.  

Me: Can I have a cheeseburger and coffee?  

Waiter: Certainly. One spaghetti, 2 cheese- 
burgers, one small salad, 2 coffees, and one 
small cola. It’ll be just a few minutes. 

 

 

(3.3) Shopping 
 

英

語 

We then went shopping. I bought a sweater, a scarf, etc. My mom bought         a blouse 
and a skirt. My sister bought a cute dress and a pair of boots (ブーツ). 

日

本

語 

 

 
(3.4) Asking the whereabouts 

 

英語 日本語 

 
  Brown: Excuse me. Is there a vending 
machine near here? 

 

Tanaka: A vending machine?  

Brown: Yes.  

Tanaka: If it's a vending machine you’re 
looking, it’s on the second floor.  
It’s near the elevator (so you can’t miss it). 
 
Brown: Thank you.  

 


	1. Draw a picture of a room described below (on the next page).
	2. Describe your room or apartment in as much detail as you can.

