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この絵がお好きですか？ Do you like this picture?

このお花、どうぞ。 These flowers are for you.

あの絵はお好きですか？ Do you like that picture?

あの人たち、誰ですか？ Who are those people?

このホテルは高いですが、とても素敵です。 This hotel is expensive, but it's very nice.

あの女の子は、誰ですか？ 

わかりません。
Who's that girl? 
I don't know.

この靴どうですか（好きですか）？ 先週買いました。 Do you like these shoes? I bought them last week.

これらのリンゴ美味しそう。１つ貰っていいですか？ Those apples look nice. Can I have one?

これは素敵なホテルですが、とても高いです。 This is a nice hotel, but it's very expensive.

すみません、これはあなたの鞄ですか？ 

ああ、そうです、ありがとう。
Excuse me, is this your bag? 
Oh yes, thank you.

あれは誰ですか？ Who’s that?

どっちの靴が好きですか？これ？それとも、あれ？ Which shoes do you like better — these or those?

あなたに電話するのを忘れていてごめんなさい。 

それなら問題ありません。
I'm sorry I forgot to call you. 
That's all right.

本当においしい食事でした。ありがとうございます。 That was a really nice meal. Thank you very much.

あなたは先生ですよね？ 

はい、その通りです。
You’re a teacher, aren't you? 
Yes, that's right.

マークは新しい仕事に就いています。 

彼が？それは知りませんでした。
Mark has a new job. 
He does? I didn't know that.

来週休暇を取ります。 

わあ、それはいいですね。
I'm going on vacation next week. 
Oh, that's nice.

（電話で） 

もしもしサラ、こちらはデービッドです。
(on the telephone) 
Hi Sarah, this is David.

（電話で） 

こちらは、サラですか？
(on the telephone) 
Is this Sarah?

ブライアン、こちらはクリスです。 

こんにちは、クリス。お会いできて嬉しいです。 

やあ。

Brian, this is Chris. 
Hello, Chris. Nice to meet you. 
Hi.

EXERCISES（演習）:

この靴、お好きですか？ Do you like these shoes?

あの家に誰が住んでいますか？ Who lives in that house?

これらのポストカードはいくらですか？ How much are these postcards?

その（あの）鳥たちを見てください。 Look at those birds.

すみません、この席は空いていますか？ Excuse me, is this seat free?

これらの食器は汚れています。 These dishes are dirty.

これはあなたの鞄ですか？ Is this your bag?

あれはあなたの傘ですか？ Is that your umbrella?

これはあなたの本ですか？ Is this your book?

あれ（ら）はあなたの本ですか？ Are those your books?

あれはあなたの自転車ですか？ Is that your bicycle?

これ(ら）はあなたの鍵ですか？ Are these your keys?

あれ（ら）はあなたの鍵ですか？ Are those your keys?
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これはあなたの腕時計ですか？ Is this your watch?

あれはあなたのメガネですか？ Are those your glasses?

これはあなたの手袋ですか？ Are these your gloves?

遅れてごめんなさい。 

問題ないです。
I'm sorry I'm late. 
That's all right.

明日パーティに来れません。 

ああ、それは残念です。どうして（来れないの）？
I can't come to the party tomorrow. 
Oh, that’s too bad. Why not?

こんにちは、ジェーン。こちらはスーです。 

ああ、こんにちは、スー。お元気ですか？
Hello, Jane. This is Sue. 
Oh, hi Sue. How are you?

あなたはだらけています。 

それは真実ではありません！
You're lazy. 
That's not true!

ベスはピアノをとても上手に弾きます。 

彼女が？それは知りませんでした。
Beth plays the piano very well. 
Does she? I didn't know that.

マーク、こちらは私の姉のヘレンです。 

やあ、ヘレン。
Mark, this is my sister, Helen. 
Hi, Helen.

昨日は怒ってごめんなさい。 

大丈夫よ。忘れて！
I'm sorry I was angry yesterday. 
That's OK. Forget it!

あなたはティムの友達ですよね？ 

はい、その通りです。
You're a friend of Tim's, aren't you? 
Yes, that's right.
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