
QUESTION TRANSLATIONS

& KEY VOCABULARY

TOPIC 1

Question Translations

1. 兄弟や姉妹はいますか？

2. (兄弟や姉妹の）年はいくつですか？

3. 両親の年はいくつですか？

4. 両親はどこの出身ですか？

5. 両親は厳しいですか？

6. お母さんとお父さん、どっちと仲がいいですか？

7. お母さんとお父さんの外見をおしえてください。

8. あなたは、お母さんとお父さんの どっちに似てま　

　　すか？

9. 両親は暇な時、何をしてますか？

10. 家族で一緒にどんなことをしますか？

11. 叔母さん、叔父さん、従兄弟とはどのくらいの割合で

　　会いますか？

12. おばあさん、おじいさんの年はいくつですか？

　　どこに住んでますか？

13. 結婚した後も両親と一緒に住みたいですか？

Key Vocabulary

almost never（ほとんど...ない）

an only child（一人っ子）

at all（ぜんぜん）

definitely（絶対に）

great grandmother（ひいおばあさん）

hazel (eyes)（薄茶色の眼）

I'd say...（=I think...）

Iike (31)（=about）

No way!（とんでもない！）

pretty frequently（結構頻繁に）

probably（たぶん）

suburb（郊外）

5'7"（5フィート7インチ=170センチ）

5'8"（5フィート8インチ=173センチ）

Extra Vocabulary

actually（実は、本当のところは）

ancient (=slang for "very old")

as well as (=and also)

(be) close to (someone)（...と親しい）

born and raised（生まれ育つ）

chestnut colored（栗色の）

decent-sized (family) (=pretty big)

doesn't even (know)（...すら、...さえ）

each other（お互い）

facial features（顔だち）

How so? (どんな所が？）

microwave（電子レンジ）

"nice out" (=nice weather)

shoulder-length (hair)（肩に届く長さ）

um.../uh...（ええと...）

um-huh (=yes, yeah)

TOPIC 2

Question Translations

1. 好きな食べ物を何か一つおしえてください。

2. 嫌いな食べ物は何ですか？

3. 好きな果物は何ですか？

4. 好きなお菓子は何ですか？

5. 料理はできますか？

6. 何を作れますか？

7. 今日の朝ご飯は何を食べましたか。

8. どのくらいの割合で朝ご飯を抜きますか？

9. 昨日の夕ご飯は何を食べましたか？

10. ピザのトッピングは何が好きですか？

11. どのくらいの割合でコンビニで食べ物を買いますか？

12. エスニック料理は好きですか？どんなエスニック料理

　　が好きですか？

13. 今まで食べた物の中でいちばん変な物は何ですか？

Key Vocabulary

"a meat person" (=a person who likes meat)

anything but... (...以外何でも)

calves' brains (仔牛の脳みそ)

definitely (絶対に)

grasshopper (いなご、バッタ)

Greek (food) (ギリシア)

grocery store (=supermarket)

meal (食事)

poached (salmon) (「蒸す」と「茹でる」の間くらいの

料理の仕方)

prefer (...の方が好き)

rarely (まれに)

steamed (broccoli) (蒸した)

Extra Vocabulary

absolutely (断然、まったく)

actually (実は、 本当のところは)

adore (大好き)

'cause (=because)

D.C. (=Washington, D.C.)

decaf (=coffee with no caffeine)
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"different" (=not normal; strange)

"full of fat" (脂肪がたくさん)

gross (気持ち悪い、嫌な)

I'd have to say... (強いて言うなら...)

make (something) from scratch

(最初から手作りする)

not only...but... (...だけでなく...)

serve(d) (食べ物や飲み物を出す)

since... (...の時から、 ...以来)

Special K (=a kind of healthy cereal)

Sure! (もちろん!)

TOPIC 3

Question Translations

1. 年はいくつですか？

2. 誕生日はいつですか？

3. 生まれた年は何年ですか？

4. 今日の日付けは何ですか？

5. 朝はいつも何時に起きますか？

6. 朝ご飯は何時に食べますか？

7. 夕ご飯はいつも何時に食べますか？

8. いつも何時に寝ますか？

9. 昨日の午後３時、何をしていましたか？午後８時は？

10. いつも約束の時間より早く行きますか？

　　時間どうりですか？遅れますか？

11. 日曜日はいつも朝寝坊をしますか？

12. 一日にどのくらいの時間を電話に使いますか？

13. 腕時計をいくつ持ってますか？

Key Vocabulary

cell phone (携帯電話)

It varies.（いろいろです）

less than (30 minutes) (...以内)

meal (食事)

pay for (something) (払う)

pretty (late) (結構)

still (working) (まだ)

Extra Vocabulary

"as long as you're on the clock"

(勤務時間の間なら)

"as much as you want" (欲しいだけ)

Nah (=informal "no")

pretty much (ほとんど)

range (...と...の間)

Well... (ええと...)

TOPIC 4

Question Translations

1. どこに住んでますか？

2. どのくらいそこに住んでますか？

3. そこを気に入ってますか？なぜ？

4. だれと一緒に住んでますか？

5. あなたの家は一戸建てですか？アパートですか？

6. どんな家ですか？

7. 嫌いなところはどこですか？

8. 寝室のなかでいちばん大切な物は何ですか？

9. 隣近所はどんな人たちですか？

10. あなたの家は駅やバスの停留所から近いですか？

11. あなたの理想の家はどんな家ですか？

12. 今までに何回引っ越ししましたか？

13. 今、住んでいる所に、あとどれくらい住むと思い

　　ますか？

Key Vocabulary

all along (the street) (ずっと、最初から最後まで)

at least (少なくとも)

convenient (便利)

for the rest of my life (死ぬまで)

I really can't say. (はっきり言えない)

local (guy) (地元の)

noise (騒音)

noisy（うるさい）

on foot（歩いて）

probably (たぶん)

"right in the heart of" (どまん中)

"right outside my door" (ドアを出るとすぐ)

seem(s) nice (良さそうに見える)

two-story (二階建ての)

whatever (I) need (必要な物は何でも)

yard（庭）

Extra Vocabulary

actually (実は、本当のところは)

cool (カッコいい)

degree (学位)

"don't know them too well"

(彼らのことはあまりよく知らない)

"I can picture it perfectly!"

(はっきりと目に浮かべることできる!)

Let's see... (ええと...)

studio (=a small, one-room apartment)

'til (=until)

um.../uh... (ええと...)

Well... (ええと...、そうですね...
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TOPIC 5

Question Translations

1. どんな音楽をいつも聴いてますか？　

2. いちばん好きな歌手やバンドは？

3. 中学生の時は誰を好きでしたか？

4. 好きな曲を何か一つおしえてください。

5. 何時間くらい音楽を聴きますか？

6. いつも、どこで聴きますか？

7. どんな音楽が嫌いですか？

8. 歌は得意ですか？カラオケは好きですか？

9. だいたい何枚くらいCDを持っていますか？

10. 最近何かいいCDを買いましたか？

11. 今まで誰のコンサートに行ったことがありますか？

12. 何か楽器は弾けますか？

13. テレビの音楽番組では何を見ますか？

Key Vocabulary

actually (実際、実は)

awesome (スゴイ)

I guess I'd say... (=I think...)

I'm pretty good.（けっこう得意です）

I'm terrible.（下手です、上手くないです）

mainly (主に)

not very many (=not a lot)

not very well（それほど上手くない）

obnoxious (不快な、神経に障る)

the other day (先日)

types of (=kinds of)

Extra Vocabulary

a couple of (=two)

absolutely (全く、完全に)

cool (カッコいい)

every once in a while (=sometimes)

geez... (ええと...)

good fun (楽しい)

hardcore stuff (過激なもの)

huh? (そうでしょう?)

let's see... (ええと...)

Oh, man... (=Wow!)

opposite (正反対)

"right when I get home" (家に帰るとすぐに)

Seriously. (=Yeah, really.)

several (いくつかの)

"so many to choose from"

(選択肢があまりにたくさんある)

stuff (物、何か)

That must have been great!

(素晴らしかったに違いない!)

though (...だけど)

uh-huh/um-huh (=yes, yeah)

um.../uh... (ええと...)

Well... (ええと...)

yep (=informal "yes")

TOPIC 6

Question Translations

1. 学校にはどうやって行きますか？

2. どのくらい時間がかかりますか？

3. 電車（バス）代はいくらですか？

4. 電車（バス）の中ではいつも何をしてますか？

5. ラッシュアワーの電車に乗りますか？

6. 電車（バス）の中での何かおかしな経験をおしえて

　　ください。

7. 電車（バス）通学で嫌な事を二つおしえてください。

8. 運転免許を持ってますか？いつ取りましたか？

9. 車を持ってますか？

10. 家に車はありますか？

11. どんなタイプの車が好きですか？

12. ドライブによい場所はどこでしょうか？

13. 自転車を持ってますか？どのくらいの割合で乗り

　　ますか？

Key Vocabulary

anger (怒り)

break down (壊れる、故障する)

convertible (オープンカー)

drunk（酔っぱらい）

like (a dollar) (=about)

mean (意地の悪い)

probably (たぶん)

right away (すぐに、ただちに)

throw up (ゲロを吐く)

unfortunately (あいにく、運悪く)

Extra Vocabulary

cool (カッコいい)

definitely (その通り、絶対に)

depending on whether or not... (...するかしないか次

第、...するかしないかによる)

mentally unstable (精神異常)

(I've) never heard of... (...聞いたことがない)

not that bad (それほど悪くない)

pretty bad (かなりひどい)

stuff like that (そのような事)

take longer than normal (普段より時間がかかる)

though (...だけど)
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(a) transfer (乗り換え切符)

um.../uh... (ええと...)

use to (以前は...)

Well... (ええと...)

What is it like? (どんな感じですか?；どんな風ですか?)

worse than (...より悪い、 ...よりひどい)

would have to be... (=is...)

You're kidding! (冗談!；ウソ!)

TOPIC 7

Question Translations

1. スポーツは何かしますか？

2. 観戦するならどんなスポーツが好きですか？

3. 一番好きなスポーツは何ですか？

4. 中学生の時はどんなスポーツをしてましたか？

5. 嫌いなスポーツは何ですか？なぜ？

6. スポーツは得意ですか？

7. 何かスポーツのチームやクラブに所属してますか？

8. どのくらいの割合で運動をしてますか？

9. どのくらいの割合で泳ぎますか？どこで泳ぎますか？

10. プロのスポーツ選手では誰が一番好きですか？

11. 相撲についてどう思いますか？

12. グアムでスキューバダイビングとカナダでスキーでは

　　どちらに行きたいですか？

13. どんなスポーツに挑戦してみたいですか？

Key Vocabulary

as much as I should (すべき量、 必要な量)

athletically (運動選手として)

get over (something) (乗り越える)

hands down (ぶっちぎりで)

hardly ever（ほとんど...ない）

huge (非常に大きい、巨大な)

I'd like to think... (=I think...)

I'm pretty good.（けっこう得意です）

kind of lazy (ちょっと怠け者)

make (the) team (チームに入る)

state championships (州の選手権試合)

try out for (a sport)

(...のチームに入るための試験を受ける)

violent (暴力的な)

whenever (...する時はいつも)

won (win) (勝った)

Extra Vocabulary

actually (実際)

like (marlin) (=for example)

marlin (マカジキ)

(I've) never been. (今までにやった事がない)

offer (a free trip) (提供する)

passion (情熱)

probably (たぶん)

reason (理由)

um.../uh... (ええと...)

um-huh (=yes, yeah)

Well... (なるほど...)

year round (一年を通じて、 一年中)

TOPIC 8

Question Translations

1. 住所は？

2. 電話番号は？

3. 靴のサイズは？

4. あなたの国の人口は？

5. 今日の気温は何度ですか？

6. 身長はいくつですか？

7. 理想の相手の身長はどれくらいですか？体重は？

8. どのくらいの距離を泳げますか？

9. あなたの学校の生徒数は？

10. お宅のテレビはいくつのチャンネルが見られますか？

11. あなたの髪のカット料金はいくらくらいですか？

12. 交通費は月にいくらくらいですか？

13. 就職したら初任給はいくらくらいもらえると思い

　　ますか？

Key Vocabulary

around (=about)

degrees (80 degress = 26.7℃)

I'd say... (=I think...)

not very far (それほど遠くない)

parking (駐車場)

pay insurance (保険料を払う)

probably (たぶん)

5'7" （5フィート7インチ=170センチ）

5'9" （5フィート9インチ=175センチ）

5'10" （5フィート10インチ=178センチ）

5'11" （5フィート11インチ=180センチ）

6' （6フィート=183センチ）

175 pounds（=79キロ）

190 pounds（=86キロ）

15—11 (15 dash 11)

3,000 (three thousand)

30,000 (thirty thousand)

300,000 (three hundred thousand)

300,000,000 (three hundred million)
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Extra Vocabulary

actually (実際、実は)

especially (特に)

Oh, my gosh! (おやまあ！；あらまあ！)

particular (channel) (特定の)

pretty (good size) (結構)

pretty much (だいたい)

quite a few (結構たくさんの)

somewhere around there (=about)

Sounds about right.

(だいたい正しいように思われる)

That's a mouthful. (言いにくい)

um-huh (=yes, yeah)

wear (履く)

TOPIC 9

Question Translations

1. 一番仲のいい友達は誰ですか？

2. 知り合ってからどれくらいになりますか？

3. どのくらいの割合で会いますか？

4. 最初に会ったのはどこですか？

5. (彼／彼女は）どこの出身ですか？

6. (彼／彼女は）どこに住んでいますか？

7. どのような外見ですか？

8. (彼／彼女の）趣味は何ですか？

9. どのような性格ですか？

10. あなたと共通するところは？

11. 違うところは？

12. 口げんかをすることがありますか？

13. もしお金があれば、友達に１０万円貸しますか？

Key Vocabulary

analytical (分析的な)

believe in (something) (信じる)

conservative (保守的な)

critical (批判的な)

grow up (成長する)

It depends.（事と次第による）

kind of (short) (結構)

mostly (たいていは、ほとんどは)

nerd (オタク)

political (政治の)

science fiction (空想科学小説、SF)

smart（頭がいい）

Extra Vocabulary

almost (ほとんど)

differences (違い、相違)

far away (遠く離れて)

get mad at (someone) (...のことで頭にくる)

miss (someone) (...がいなくて寂しい)

right away (すぐに)

"rough around the edges"

(縁の回りはゴツゴツで)

settled (落ち着いた)

uh.../um... (ええと...)

use to (以前は...)

Well... (ええと...)

"when it comes to politics" (政治のことになると)

whole (life) (すべての、全部の)

TOPIC 10

Question Translations

1. どのくらいの割合でテレビを見ますか？

2. どんな番組をよく見ますか？

3. 好きな番組を一つおしえてください。

4. 何か嫌いな番組はありますか？

5. (　　）は好きですか？

6. アニメ番組は好きですか？誰が好きですか？

7. ニュース番組は見ますか？何チャンネルを見ますか？

8. テレビタレントでは誰が一番好きですか？

9. コメディアンでは誰が一番好きですか？

10. どのCMが好きですか？

11. 今、どのテレビ番組が人気がありますか？

12. 昨日は何を見ましたか？

13. 今夜、テレビを見ますか？

Key Vocabulary

at all (全然)

awesome (とても素晴らしい)

bachelor (独身の男性)

bachelorette (独身の女性)

'extreme makeover' (過激な変身)

flip (channels) (チャンネルを何度も変える)

I guess (=I think)

normally (普通は、いつもは)

not anymore (今はそんなことない)

probably (たぶん)

rarely (まれに)

sick of (something) (うんざりする)

soap opera (昼の連続ドラマ)

survivor (生存者、生き残った人)
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use to (以前は...だった)

usually (いつもは、普通は)

Extra Vocabulary

be able to (=can)

'cause (=because)

drop dead (急に死ぬ)

every once in a while (=sometimes)

fascinating (魅力的な、面白い)

from time to time (=sometimes)

get into (something) (夢中になる)

like... (=for example...)

Neat. (=Nice.)

not even (Sponge Bob) (...さえ...ない、...すら...ない）

personality (性格)

proud of (oneself) (誇りに思う)

repetitive (同じ事をくり返す)

stand up (comedy) (=comedy style telling jokes

standing up in front of an audience)

um... (ええと...)

um-huh (=yes, yeah)

Well... (ええと...)

TOPIC 11

Question Translations

1. 何かアルバイトをしていますか？

2. お父さんの仕事は何ですか？

3. お母さんは働いてますか？

4. 兄弟や姉妹は働いてますか？どんな仕事ですか？

5. 将来、どんな仕事に就きたいですか？なぜ？

6. どんなアルバイトをしてみたいですか？なぜ？

7. 給料が高いのと、仕事が楽しいのとどちらが大切

　 ですか？

8. やりたくない仕事は何ですか？

9. 子供の時、何になりたかったですか？

10. タクシーの運転手と警察官ではどちらがいいですか？

11. 内勤と外勤ではどちらがいいですか？

12. 退屈だと思う仕事は何ですか？

13. 理想の職業は何ですか？

Key Vocabulary

challenging (やりがいがある)

definitely（絶対に）

drive (someone) crazy (頭をおかしくさせる)

driver's ed. (運転者の教育)

factory worker（工場で働く人）

garbage truck (ゴミ収集車)

get into (something) (...に入り込む)

high-paying (job) (給料の高い)

I guess (=I think)

I have no idea. (まだ全然分からない)

jail (刑務所)

janitor（ビルの中を掃除する人）

librarian（図書館司書）

monotonous (退屈な、単調な)

opportunity (機会)

own (持っている)

probably (tabun)

real estate market (不動産業界)

secretarial (work) (秘書の)

server (=waiter or waitress)

Extra Vocabulary

brain (脳)

employee (従業員)

get paid (給料を貰う)

grow up (育つ)

in (his) 40s (四十代)

kind of (一種の、そんな感じの)

like... (=for example)

position (職業)

respect (尊敬する)

sense of self-worth (自分に価値があるという感覚)

the rest of (the day) (残りの)

um... (ええと...)

um-huh (=yes, yeah)

without (...なしで、...しないで)

'would appear to respect'

(敬意を払ってるように見える）

yep (=informal 'yes')

TOPIC 12

Question Translations

1. どこに行きましたか？

2. どのくらい滞在しましたか？

3. 交通機関は何を使いましたか？

4. (飛行機／電車／バスで）何時間くらいかかり

　 ましたか？

5. 誰と一緒に行きましたか？

6. 現地ではどんなことをしましたか？

7. どこに泊まりましたか？

8. どんなものを食べましたか？

9. おみやげは何を買いましたか？

10. 旅行費用はいくらくらいかかりましたか？

11. 天気はどうでしたか？

12. 何が一番楽しかったですか？
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13. 何か困ったことはありましたか？

Key Vocabulary

a few (いくつかの)

awesome (とても良い)

humid (蒸し暑い)

I guess (=I think)

Persian (food) (ペルシャの)

seventeen hundred (=1,700)

stuffed animal (ぬいぐるみ)

traffic (交通量)

Extra Vocabulary

amazing (驚くほど素晴らしい)

but other than that (しかしそれ以外は)

Cool! (すごい!；いいね!)

hard to recall exactly

(はっきりと思い出すのは難しい)

Let's see... (ええと...)

pay (払う)

uh-huh (=informal "yes")

um.../uh... (ええと...)

um-huh/um-hm (=yes, yeah)

TOPIC 13

Question Translations

1. この学校のどこがいちばん好きですか？

2. どこが嫌いですか？

3. いちばん好きな学科は何ですか？

4. いちばん好きな先生は誰ですか？

5. いちばん得意な学科は何ですか？

6. どの学科が苦手ですか？

7. 授業をさぼることはありますか？なぜ？

8. 宿題は一日に何時間くらいしますか？

9. クラブ活動は何かしてますか？

10. 週末はいつも何をしますか？

11. 夏休みはいつも何をしますか？

12. 卒業後はどうするつもりですか？

13. いつか留学したいと思いますか？

Key Vocabulary

as of now (=now)

convenient (便利)

end up (doing) (という結果になる)

inexpensive (高くない)

location (場所、位置)

major (専攻、専門)

other than that (それ以外は)

philosophy (哲学)

probably (たぶん)

professor (教授)

to be honest (正直なところ)

usually (いつもは、普通は)

would have to be... (=I think is...)

Extra Vocabulary

actually (実は、本当のところ)

at all (全然)

at least (少なくとも)

couple of (=two)

enjoyable (面白い、楽しい)

deal with (...に関係がある)

fact(s) (事実)

get (30 minutes) in (=finish in 30 minutes)

guilty (罪の意識がある、やましい)

kind of (一種の)

join (加わる、参加する)

linguistics (言語学)

look(ed) into (some programs) (調査する、調べる)

pick (選ぶ)

poetry (詩)

semester (学期)

um.../uh... (ええと...)

Well... (ええと...)

TOPIC 14

Question Translations

1. 映画はいつも家で観ますか？映画館で観ますか？

2. どのくらいの割合で映画を観に行きますか？

3. どのくらいの割合でビデオを借りますか？

4. どのような映画が好きですか？

5. アクション映画とドラマはどちらが好きですか？

6. 嫌いなタイプの映画はありますか？

7. 好きな俳優か女優を一人おしえてください。

8. 今まで観た映画のなかで一番好きなのは？

9. 今まで観た映画のなかで一番おかしかったのは？

10. 一番最近観た映画は何ですか？誰がでてましたか？

11. どの映画を観たいですか？

12. 今までに同じ映画を２回以上観たことはありますか？

13. どの映画スターに一番会いたいですか？
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Key Vocabulary

all the way (絶対に)

at least (少なくとも)

awesome (とても素晴らしい)

emotional (感情的)

heavy (drama) (重苦しい)

hysterical (ものすごくおかしい)

I guess (=I think)

mostly (たいてい、ほとんど)

probably （たぶん）

recently (最近)

woe(s) (悩み、悲しい出来事)

yard(s) (1 yard =0.9144 meters)

Extra Vocabulary

absolutely (もちろん、その通り)

camaraderie (=friendship)

during (...の間)

entire (全体の、全部の)

even though (...にも関わらず、...なのに)

exactly (まったく、その通り)

full realm (全体、すべての部分)

get along with (someone) (...と仲良くやって行く)

I would say... (=I think...)

if you count that (もしそれを数に入れるなら)

keep you on your toes (=excited and ready for action)

Oh, my gosh! (おやまあ!)

...or something? (...とか?；...か何か?)

pay-per-view (見るごとに支払う)

politically (政治的には)

raise (children) (育てる)

sequel (続編、続き)

so far (今までのところ)

spoof (=parody)

the depression (世界大恐慌)

to say nothing of... (...は言うまでもなく)

uh... (ええと...)

versatile (芸達者)

Well... (ええと...)

TOPIC 15

Question Translations

1. 今、お金をいくら持ってますか？

2. 何かを買う目的でお金をためてますか？

3. 両親からお小遣いをもらってますか？

4. 最近では何にたくさんお金を使いましたか？

5. あなたの電話料金は普通、月にいくらくらいですか？

6. 昼食にはいつもいくらくらい使いますか？

7. 週末にはいつもいくらくらい使いますか？

8. 今、着ている服はいくらでしたか？

9. クレジットカードを持ってますか？

10. 今までで一番得した買い物は何ですか？

11. 宝くじで１億当たったらどうしますか？

12. 何かギャンブルをすることがありますか？

13. 何かのチャリティに寄付をすることがありますか？

Key Vocabulary

anybody else (誰か)

every once in a while (=sometimes)

'Save the Forests' (「森を守ろう」)

Extra Vocabulary

anything else (その他のもの)

at all (全然)

couple of (=two)

definitely (その通り、絶対に)

don't necessarily (=may or may not)

gather (集まる)

"gets me everywhere I have to go"

(行くべき所どこにでも行ける)

in case of emergency (緊急事態に備えて)

like... (=for example...)

old growth forest (古い森)

opposite (反対)

stuff (=things)

That's it. (それだけ)

"the darker, the better" (濃ければ濃いほどいい)

uh.../um... (ええと...)

Well... (ええと...)

TOPIC 16

Question Translations

1. どのくらいの割合で外食しますか？

2. いつもどこに行きますか？

3. いつも誰と行きますか？

4. いつもいくらくらい使いますか？

5. お昼に外食をしますか？

6. この辺のレストランではどこがお勧めですか？

7. ハードロックカフェに行ったことはありますか？

8. お気に入りのレストランを一つおしえてください。

9. ファーストフードではどこが一番好きですか？

10. 安く食事をするならどこがいいでしょう？

11. 今までに行った中で、一番高いレストランはどこ

　　でしたか？
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12. 今までにどんなエスニック料理のレストランに行った

　　ことがありますか？

13. レストランでの何かおかしな経験をおしえて

　　ください。

Key Vocabulary

embarrassed (恥ずかしい、きまりが悪い)

loud (うるさい)

not usually (普通はしない)

serve (食事を出す)

server (=waiter, waitress)

yell at (someone) (怒鳴る)

Extra Vocabulary

"all the way from across the restaurant"

(レストランの反対側からずっと)

bunch of (=a large group of)

closeby (すぐ近くの)

graduate (卒業する)

I'd say... (=I think...)

inexpensive (高くない)

like (how much) (=about)

spinach (ほうれん草)

uh.../um... (ええと...)

use to (以前は...した)

Well... (ええと...)

TOPIC 17

Question Translations

1. 好きな動物を一つおしえてください。

2. 可愛いと思う動物を三つおしえてください。

3. 何の動物のぬいぐるみを持ってますか？または、

　　持ってましたか？

4. 動物の出てくるアニメや映画ではどれが好き

　　でしたか？

5. すごく気持ちの悪い、または恐いと思う動物は

　　何ですか？

6. 今までにどんな興味深い野生の動物を見たことがあり

　　ますか？

7. 馬に乗ったことはありますか？

8. 何かペットを飼ったことがありますか？どんな？

9. 名前は何ですか？／何でしたか？

10. 何か変わったことをしますか？／しましたか？

11. どんなペットを飼いたいですか？

12. 犬と猫ではどちらが好きですか？なぜ？

13. あなたが動物になるとしたら何でしょう？なぜ？

Key Vocabulary

boa constrictor (=a kind of very large snake)

coil around (...の回りに巻きつく)

cuter（もっと可愛い）

either...or... (...か...かどちらか)

foul weather (悪天候)

kitten（子猫）

puppy（子犬）

rottweiler (=a kind of dangerous dog)

snake（ヘビ）

squeeze (締めつける)

tightly (しっかり、きつく)

wild boar (イノシシ)

Extra Vocabulary

Absolutely! (もちろん！)

actually (実際に)

at all (全然)

collar (首輪)

cuddly (抱きしめたくなるような)

definitely (絶対に)

dove (山鳩)

easy to care for (世話が簡単)

even though (...にもかかわらず)

exactly (まさしく、ちょうど)

"I feel so bad for him!" (かわいそう！)

I guess... (=I think...)

I would have to say... (=I think probably...)

leash (動物をつなぐ革ひも)

Oh, my gosh! (へえ！；ええ！？)

pretty cool (とてもカッコいい)

That's a good reason. (それはもっともな理由です)

um... (ええと...)

um-huh (=yes, yeah)

Well... (ええと...)

TOPIC 18

Question Translations

1. どんなものを買いに行くのが好きですか？

2. 最近、何か買ったものはありますか？

3. 好きなショッピングエリアはどこですか？

4. よく行くデパートはどこですか？なぜ？

5. 今履いてる靴はどこで買いましたか？

6. 流行の物を安く買うならどこがいいでしょう？

7. 安い買い物をするのは得意ですか？

8. 洋服に使ったお金で一番高かったのはいくらですか？

9. 年にいくらくらいプレゼントに使いますか？
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10. 家族にいつもクリスマスプレゼントを買いますか？

11. 今までに買ったビデオを二つおしえてください。

12. あまり必要でないものをよく買ってしまいますか？

13. 欲しいけれど、お金がないので買えないものは？

Key Vocabulary

buy (something) in excess (余分に買う、過剰に買う)

can't remember（思い出せない)

'cause (=because)

(best) deal(s) (お買得品)

from (clothes) to (jewelry) (...から...まで)

groceries (食料雑貨)

like (what?) (=for example)

never bought （買ったことがない）

not at all (全然)

spend (money) (お金を使う)

usually (いつもは、たいていは)

yep (=informal 'yes')

You name it! (何でも!)

Extra Vocabulary

a bit (=a little)

awesome (すごい)

Cool. (いいわね)

definitely (絶対に、まったく)

exactly (その通り)

honestly (正直に言って)

huge (とても大きい、巨大な)

huh? (でしょう?)

'it doesn't work out that way'

(そのような結果にはならない)

kind of (worried) (ちょっと)

Oh, my gosh! (=Wow!)

pretty sure (かなり確信がある)

purse (=handbag)

return (something) (返す、返品する)

right? (でしょう?)

something like that (そのぐらい)

spoil (someone) (...を甘やかす)

stuff (物、何か)

"there wasn't too much that we could buy her"

(彼女に買ってあげられるものはあまりなかった)

though (...だけど)

um-huh (=yeah)

Well... (そうでしょうね...)

worry about (something) (心配する)

TOPIC 19

Question Translations

1. 健康ですか？

2. 健康でいるためにどんなことをしてますか？

3. どのくらいの割合で運動をしてますか？

4. 健康的な食事をしていますか？

5. どのくらいの割合で身体に悪いものを食べますか？

6. 果物や野菜をたくさん食べてますか？

7. ビタミン剤を飲んでますか？

8. 太りぎみですか？

9. ダイエットをしたことはありますか？体重は減り

　　ましたか？

10. たばこを吸いますか？

11. ストレスはたくさんありますか？

12. 睡眠時間はどれくらいですか？

13. 長生きをするにはどうしたらいいでしょう？

Key Vocabulary

at all (全然)

at least（少なくとも）

Average, I guess. (たぶん普通だと思う)

'cause (=because)

not very often (それほど多くない)

pay close attention to (something)

(...に厳しく注意を払う)

skinny (痩せ過ぎ)

so so（まあまあ）

Extra Vocabulary

'a big part of' (that) (大きな役割)

backyard (裏庭)

community service (社会奉仕)

eat right/eat well (=eat healthy food)

fast (断食)

handle stress (ストレスを解決する)

kind of (skinny) (一種の)

lately (最近)

make fun of (someone) (...をからかう)

meditate (瞑想する)

not so much anymore (最近はそれほどしない)

pick up trash (ゴミを拾う)

purpose(s) (目的)

reason (理由、わけ)

specific (ways) (具体的な)

Tai Chi (太極拳)

take (something) seriously (...を深刻に受け止める)

uh.../um... (ええと...)

use to (以前は...した)

Well... (そうですか...、そうですね...)
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TOPIC 20

Question Translations

1. 普段、どんな洋服を着てますか？

2. 流行の格好をすることは大切だと思いますか？

3. 今、はやってるのはどんな格好ですか？

4. 年にいくらくらい洋服に使いますか？

5. デザイナーブランドの物を何か持ってますか？

6. いつも洋服はどこで買いますか？

7. 靴は何足くらい持ってますか？

8. どのくらいの割合でドレスアップしますか？

9. 何色が似合いますか？

10. 携帯電話を持っていますか？どんなタイプですか？

11. 髪を染めたりしますか？

12. どんなアクセサリーを身につけてますか？

13. 鼻ピアスについてどう思いますか？

Key Vocabulary

Absolutely! (絶対に!；もちろん!)

athletic shoes (=shoes for sports)

baggy (ダブダブの)

close to (=about)

comfortable (心地よい、楽な)

exact amount (正確な金額)

half a dozen (=6)

hardly ever（ほとんど...ない）

I'd probably say... (=I think...)

like (what brands) (=for example)

look stupid (バカっぽい)

low-rise jeans (股上の浅いジーンズ)

mostly (主に)

not anymore (今は...ない)

once a month（月に1回）

particularly like (特に好き)

platforms (厚底の靴)

probably (たぶん)

tiny (top) (=very small)

use to（以前は...した）

Extra Vocabulary

can't stand (something) (我慢できない、耐えられない)

'cause (=because)

definitely (絶対に、その通り)

dork (変わり者)

how (it) works (使い方)

I don't think I'd ever... (絶対に...しないと思う)

it'd probably hurt (それはたぶん痛い)

loser (落後者、負け組)

Oh, my gosh! (おやまあ!)

otherwise (もしそうでなければ)

outrageous (突飛な、目立つ)

paired with (=together with)

pull (引っ張る)

slob (無精者)

special occasion of some sort

(何か特別な行事)

That's not that bad.

(そんなにも悪くない、 それほどひどくない)

um... (ええと...)

um-huh (=yes, yeah)

TOPIC 21

Question Translations

1. 今まで海外旅行に何回行ったことがありますか？

2. 旅行に行くなら海外と国内、どちらがいいですか？

3. どこの国に一番行ってみたいですか？なぜ？

4. どこの国には行きたくないですか？なぜ？

5. 一週間の旅行の荷物をつめるのに、どのくらい時間が

　　かかりますか？

6. 旅行に使う交通機関は飛行機と電車とバスではどれが

　　いいですか？

7. 一緒に旅行をするのは誰がいいですか？

8. 飛行機を使う時、外国の航空会社ではどこがいい

　　ですか？

9. 旅行中にいちばん不安なのは何ですか？

10. 高校の時、修学旅行に行きましたか？

11. ハワイに行くとしたらどんなお土産を買ってきま

　　すか？

12. 旅行中に役に立つフレーズは何ですか？

13. 今年はどこか旅行に行く予定がありますか？

Key Vocabulary

adventurous（冒険的）

ATM card（= bank card）

definitely（絶対に）

doesn't work（使えない）

get robbed（強盗にあう）

independence（独立、自立）

I've never been abroad.（海外に行ったことがない）

Middle East（中東）

run out of (money)（お金が底をつく）

sound weird（奇妙に思える）

Spring Break（春休み）

too far away（遠すぎる）

unfortunately（残念ながら）
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Extra Vocabulary

almost (もう少しで)

although (...だけど)

borrow (借りる)

by myself (自分自身で)

check (something) out (...を調べる)

coincidentally (それと同時に)

especially (とりわけ)

even if (たとえ...だとしても)

get stranded (立ち往生する)

(war) going on (戦争が起こっている)

hm... (そうね...)

it came through (うまく解決した)

Let's see... (ええと...)

pretty (interesting) (結構興味深い)

probably (たぶん)

see what else comes up (他に何が起こるか

待ってみる)

somewhere else (どこか別の場所)

straw (hat) (麦わら)

travel light (少ない荷物で旅行する)

Well (そうね...)

TOPIC 22

Question Translations

1. どんなものを普段読んでますか？

2. 小説とノンフィクションではどちらが好きですか？

3. いつも、どこで読みますか？

4. 本や雑誌に月にいくらくらい使いますか？

5. 好きな作家は誰ですか？

6. 今まで読んだ本のなかで何が一番でしたか？

7. 子供の頃好きだった本を何か一つおしえてください。

8. 今、何か読んでる本はありますか？

9. 一番好きな雑誌は何ですか？

10. マンガ雑誌は好きですか？何が一番好きですか？

11. どのくらいの割合で新聞を読みますか？

12. どこをまず最初に読みますか？

13. 何か本を書くとしたらどんな本を書きますか？

Key Vocabulary

almost never （ほとんど...ない）

autobiography (自叙伝、自伝)

couch (=sofa)

kind of stupid (ちょっと馬鹿げている)

probably (たぶん)

subscribe to (...を予約購読する)

The Bible (聖書)

Extra Vocabulary

a few (いくつかの)

biography (伝記)

comfy (居心地いい、快適)

(it) depends on... (...による、...次第)

fill out (something) (...に記入する、書き込む)

flip through (パラパラとめくる)

I guess (=I think)

It sure is! (とても！)

Let's see... (ええと...)

Like... (=For example...)

my routine (何か)

stuff (もの)

though (...だけど)

um... (ええと...)

um-huh (=yes, yeah)

TOPIC 23

Question Translations

1. 一番最近病気になったのはいつですか？

2. どのくらいの割合で風邪をひきますか？

3. (風邪が)よくなるようにどのようなことをしますか？

4. どのくらいの割合で頭痛がしますか？

5. 痛み止めを飲みますか？

6. 何かアレルギーがありますか？

7. 入院したことがありますか？なぜ？

8. 一番最近で医者にかかったのはいつですか？

9. 今までで一番高い体温は何度ですか？

10. ひどい日焼けをしたことがありますか？

11. 二日酔いをしたことがありますか？

12. 骨折したことがありますか？

13. 1年になん日くらい学校を病欠しますか？

Key Vocabulary

a couple of (=2)

a few (=3 or 4)

actually (実際、実は)

all over (全部、すべて)

be allergic to (something) (...に対してアレルギーがある)

bug bite（虫刺され）

fluids（液体、水分）

I would say... (=I think...)

kidney infection (腎臓の感染症)

not that many (それほど多くない)

not that often (それほど頻繁ではない)

not usually (たいていは...ない)

rarely（めったに...ない）

rest (静養、休養)
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That's all? (それだけ?)

That's pretty much it. (それくらいです)

though (...だけど)

102℉ (=38.9℃)

106℉ (=41.1℃)

Extra Vocabulary

at times (=sometimes)

cause (原因)

deal with (someone) (...と接する)

entire (すべて、全部)

fall (fell) (転ぶ)

find out (something) (分かる、気がつく)

For what? (何が原因で?；何の為に?)

go with (something) (=use; try)

get over (something) (...から回復する、...が治る)

I guess that would hurt. (痛かったでしょう)

I mean... (つまり...)

I would die if... (もし...なら私だったら死んでしまう

でしょう)

itch (痒い {verb}、痒み{noun})

like (tea) (=for example)

meditate (瞑想する)

mosquito (蚊)

Oh, my goodness! (ええ!？；おやまあ!)

Oh, my gosh! (ええ!？；おやまあ!)

probably (たぶん)

realize (something) (はっきり理解する)

recently (最近)

remedy (治療法)

ring(ing) off the hook (電話が鳴り続ける)

(a) shot (注射)

(two days) straight (ずっと、連続して)

(my) system (身体)

swollen (腫れ上がった、ふくれた)

That must have hurt! (それはさぞ痛かったでしょう!)

Ugh! (わ!；ま!)

um... (ええと...)

(it) worked (薬や治療が効く)

TOPIC 24

Question Translations

1. 好きな祝祭日はいつですか？なぜ？

2. 一番最近ではどんな祝日がありましたか？

　　その日は何をしましたか？

3. あなたの国で一番大切な祝祭日はいつですか？

4. クリスマスはいつもどう過ごしますか？

5. いつも、いくつくらいプレゼントを買いますか？

6. 今までもらったクリスマスプレゼントの中では

　　何が一番でしたか？

7. ハロウィーンはいつもどうしますか？

8. バレンタインデイにチョコレート、または花を買いま

　　すか？

9. 去年のバレンタインデイは何かもらいましたか？

10. 大晦日はいつもどのように過ごしますか？

11. 去年は何をしましたか？

12. お正月はいつもどのように過ごしますか？

13. 去年は何をしましたか？

Key Vocabulary

anywhere from (12) to (14) (12-14の間のどれか)

close friend (親しい友だち)

decorate (飾る)

drink (=drink alcohol)

Easter (復活祭)

fireworks (花火)

hang out（informal=時間を過ごす）

haunted house (幽霊屋敷)

homeless shelter (ホームレスの保護施設)

Independence Day (独立記念日)

nephew (甥)

niece (姪)

nothing special（別に何もしない）

(I) personally (私自身は)

serve (食事を出す)

trip (旅行)

Extra Vocabulary

absolutely (もちろん、その通り)

actually (実際、実のところ)

alcoholism (アルコール中毒)

counsel (=give advice)

'depending on the ages of' (...の年によって、

...の年次第で)

disease (病気)

fantastic (素晴らしい)

I'd agree. (僕もそう思います、同意します)

include (...も含む)

lovely (素晴らしい)

neighborhood (近所)

pretty much (ほとんど)

traditionally (伝統的に)

um-huh (=yes, yeah)

Well... (ええと...)

whether it was...or... (...であろうと...であろうと)
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TOPIC 25

Question Translations

1. 子供の頃、何が恐かったですか？

2. 何の動物が一番恐いですか？

3. 何の虫が一番恐いですか？

4. 飛行機に乗るのは恐いですか？

5. ジェットコースターとか、高い所は恐いですか？

6. 歯医者に行くのは恐いですか？

7. 今までに見た映画の中で一番怖かったのは何ですか？

8. 今まで経験した中で一番怖かったのは何ですか？

9. 幽霊を見たことがありますか？

10. どんな時緊張しますか？

11. 大勢の人の前でスピーチするのは恐いですか？

12. 最近の心配事は何ですか？

13. 誰か恐れている人はいますか？

Key Vocabulary

apparition (奇怪な現象)

at all (全然)

cockroach（ゴキブリ）

fear (恐れ、恐れる)

huge (巨大な)

I don't believe... (=I don't think...)

nightlight (=a small room light)

nightmare (悪夢)

pigeon（鳩）

plane crash (飛行機墜落)

rat (ドブねずみ）

ride (遊園地の乗り物)

the dark (暗闇)

the unknown (未知の世界)

Extra Vocabulary

absolutely (まったく、完全に)

afterwards (後で)

bee (蜂)

confident (確信してる、自信がある)

deadly (命にかかわる)

don't particularly like (好きなわけではない)

exactly (まさしく、ちょうど)

for a while (しばらくの間)

get along well with (someone) (...と仲良くする、

...とうまくやっていく)

get separated from (someone) (...から引き離される)

I guess (=I think)

I would have to say... (=I think...)

land (着水する、着地する)

look forward to (something) (...を楽しみにする)

miserable (悲惨な、嫌な)

mosquito (蚊)

nothing else (他には何もない)

reunited (再会した)

succeed (成功する)

That's it. (それだけ)

uh... (ええと...)

(engines) went out (停止した)

TOPIC 26

Question Translations

1. デートをするのにいい場所はどこでしょう？

2. 初めてのデートはどこへ行きましたか？

3. 今、付き合ってる人はいますか？

4. 映画のあと夕食を食べるのと遊園地へ行くのと、

どちらのデートがいいですか？

5. 髪が短いのと長いのと、どちらの女の子／男の子が好

　　きですか？

6. 理想の相手の外見は？

7. 相手に望む二つの大切な点は？

8. 何歳くらいの人がいいですか？

9. 初めてのデートでキスをするのは構わないと思い

　　ますか？

10. 女の子が男の子をデートに誘っても構わないと思い

　　ますか？

11. 人前で手をつないで歩くのは平気ですか？

12. 誰かに紹介されたら、知らない人とデートしますか？

13. 機会があれば、お見合いをしますか？

Key Vocabulary

actually (実際、実は)

admit (something) (...を認める)

allow (....を許す)

awful (ひどい、とても悪い)

be into (something) (...に関心がある)

boring (退屈)

difference (差、違い)

don't care for (something) (好きではない)

either way (どちらでも)

gesture (しぐさ、態度)

I mean... (つまり...)

I would have to say... (=I think...)

It doesn't matter.（関係ない）

lie (嘘をつく)

not such a good idea (あまりいい考えではない)

not usually（普通は...よくない）

personality（性格）

seeing each other (=dating)

stuffed animal (ぬいぐるみ)

take (a lot of) pressure off (プレッシャーを取る)
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totally agree with (something) (完全に賛成する)

win (賞品で当たる)

you guys (= 'you' plural)

Extra Vocabulary

allowance (お小遣い)

back then (その頃は)

equal (同じくらい、等しく)

everybody else's (その他のみんなの)

exactly (その通り)

force (無理矢理する)

Good for you. (良かったね)

guts (勇気)

I guess... (=I think...)

I see. (なるほど)

one over the other (どちらかがもう一方より上)

semester (学期)

set (someone) up (お膳立てする、手はずを整える)

simply (because) (ただ、単に)

stranger (他人、見知らぬ人)

tough (=difficult)

trust (someone) (信用する)

uh-huh/um-hm (='yeah' when listening)

um.../uh... (ええと...)

TOPIC 27

Question Translations

1. 何歳で結婚したいですか？

2. あなたの両親は何歳で結婚しましたか？

3. 結婚前にどのくらいの期間付き合ったほうがいいと思

　　いますか？

4. 10歳年上の人と結婚するのはかまいませんか？

5. 外国の人と結婚するのはかまいませんか？

6. 結婚する前に同棲するのはかまいませんか？

7. 将来の配偶者に望む大切な点を３つおしえて下さい。

8. 子供は欲しいですか？

9. どんな結婚式を挙げたいですか？

10. 何人ぐらいの人を招待したいですか？

11. 新婚旅行にはどこへ行きたいですか？

12. あなたの両親は夫婦円満ですか？

13. 離婚をするのはかまいませんか？

Key Vocabulary

abuse (someone) （虐待する）

at least（少なくとも）

definitely（絶対に）

devoted（献身的な、深く愛してる）

huge（非常に大きな）

I don't think so.（そうは思わない)

I'm not sure yet.（まだ分からない）

No, I wouldn't.（しない）

no later than （遅くとも）

probably not（おそらく...ない）

reception（披露宴）

relationship（関係）

relatives（親戚、親類）

religious（信仰の篤い、信心深い）

so so （まあまあ）

swept me off my feet（たちまち夢中にさせる）

Extra Vocabulary

actually (実際)

although (...だけれども)

as a whole (全体としては)

beliefs (信念)

bridesmaids (花嫁の付き添いの女性)

classy (高級な感じの)

emotionally (感情的に)

exactly (like them) (まさに彼らのように)

get to fully know each other (お互いに十分に知り合う)

hope (to be) (...でありたい)

I can't say right now. (今は何とも言えない)

I don't see anything wrong with that.

(不都合なことは何も見当たらない)

I mean... (つまり...)

ideally (理想は)

(I) might (かもしれない)

religion (宗教)

terribly (unhappy) (ひどく不幸せ)

though (...だけど)

type of (...形式の)

yet (だけど)

TOPIC 28

Question Translations

1. 神を信じますか？

2. 死後の命を信じますか？

3. UFOを信じますか？

4. 星占いを信じますか？

5. 一目惚れはあると思いますか？

6. どこかに生命体のある惑星があると思いますか？

7. サンタクロースを信じてましたか？

8. 血液型による性格診断を信じますか？

9. 血液型は何ですか？

10. あなたの性格は血液型別の性格診断の通りですか？

11. 一般的に不吉なことが起こるといわれる迷信にはどん
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　　なものがありますか？

12. 夢が何か大切な事をおしえてくれることがあると思い

　　ますか？

13. 家族と友達ではどちらが大切ですか？

Key Vocabulary

Higher Power (超越的な力)

I wouldn't say... (=I don't really think...)

imaginary (=not real)

It's possible, but probably not.（可能だけど多分ない）

probably (たぶん)

Extra Vocabulary

close-knit (親密)

compatible (相性がいい)

"connects with your life"

(あなたの人生と関係がある)

find out (something) (見つけだす)

follow-up (追い求める)

"going on in your life" (=happening)

(X) has nothing to do with (Y).

(X は Y とは関係ない)

How so? (どんな風に?)

judge (someone) (判断する)

looks (外見)

manner (態度)

Mars (火星)

"the way you act" (あなたの行い)

TOPIC 29

Question Translations

1. あなたの国は安全だと思いますか？なぜ？

2. どんなタイプの犯罪が増えてますか？

3. 何か犯罪を目撃したことはありますか？

4. 危険なので行くのが恐いと思う国はどこですか？

5. 何かを盗まれたことはありますか？

6. 何かを盗んだことはありますか？

7. 何か法律を破ったことはありますか？

8. 泥棒に入られたことはありますか？

9. 寝てる時に泥棒の音を聞いたらどうしますか？

10. 電車の中で痴漢に遭っている女の人を見たらどうし

　　ますか？

11. 犯罪から身を守るためにどんなことをしてますか？

12. 最近、世間を騒がせた犯罪は何ですか？

13. 死刑については賛成ですか？反対ですか？

　　それはなぜ？

Key Vocabulary

alarm (警報機)

alert (用心深い)

cautious (慎重な)

commit (a crime) (罪を犯す)

government (政府)

grab (the phone)（電話を引っつかむ）

hide (隠れる)

hit and run accident (ひき逃げ事故)

in good shape (よい状態にある)

murder (殺人事件)

on top of things (目を光らせている)

pretend（ふりをする）

punished (罰せられる)

related (関係のある)

set (something) on fire (放火する)

underage (未成年の)

Extra Vocabulary

absolutely (その通り)

birthstone ring (誕生石の指輪)

burglar (強盗)

entire (life) (全部の)

exactly (まさしく)

heinous (crime) (極悪な)

intervene (間に入る)

(I) never plan to... (つもりもない)

'nor will I ever even think about...' (考えたこともない)

Oh, my gosh! (それはたいへん！)

recently (つい最近)

replace (かわりを見つける)

scary (恐ろしい)

took many years (何年もかかった)

uh... (eeto...)

unfortunately (運悪く)

walk in on (someone) (うっかり...の邪魔をする)

war (戦争)

TOPIC 30

Question Translations

1. 喫煙についてどう思いますか？

2. ギャンブルについてどう思いますか？

3. この学校についてどう思いますか？

4. 先生たちは宿題を出し過ぎると思いますか？

5. 電車やバスの中で携帯を使うのは許されるべきだと

　　思いますか？

6. アメリカで銃の保持が許されているのをどう思い

　　ますか？
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7. あなたの国のリーダーについてどう思いますか？

8. もっとたくさんの外国人があなたの国に住むことを、

　　政府は許すべきですか？

9. 野良猫に餌をあげるべきですか？

10. タイ料理はどう思いますか？

11. ブラッド・ピットとレオナルド・デカプリオはどち　

　 らがいい役者だと思いますか？

12. ジム・キャリーとエディー・マーフィーはどちらが　

　　おもしろいと思いますか？

13. 人生で一番大切なのは何だと思いますか？

Key Vocabulary

accident (事故)

approve (賛成する、好ましいと思う)

at all (全然)

bad habit (悪い習慣)

bother (someone) (困らせる)

can't stand (我慢できない)

cause (引き起こす)

disapprove (賛成ではない、好ましく思わない)

I don't see why not. (悪い理由が見つからない)

vote (投票をする)

Extra Vocabulary

allowed to (許される)

"be judged on your actions" (活動を批評される)

cat person (猫好き)

chicks (=slang for "girls")

definitely (絶対に)

drop out (退学する、辞める)

less (homework) (もっと少なく)

"limited to certain people"

(ある特定の人に制限される)

mess with (someone) (...の邪魔をする)

no matter what (何をしても)

perfectly sane (完全に正常な、まともな判断ができる)

"plan on graduating" (卒業する予定でいる)

pretty funny (結構おかしい)

"round them up" (寄せ集める、捕獲する)

set a trap (罠を仕掛ける)

SPCA (動物愛護協会)

talented (才能のある)

though (...だけど)
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