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単語、表現は”英語を見て日本語を答える”、”日本語を見て英語に書く”のどちらも100％暗記する。
暗記できたら、講師から小テストをもらったり、問題を出してもらってください。

私をケンと呼んでください。
Please call me Ken.
私はそのねこをナナと名づけました。
I named the cat Nana.
日本語ではあの鳥を何と呼びますか。 ― つばめと呼びます。
What do you call that bird in Japanese? ― We call it tsubame.
あなたたちはチームを何と名づけたのですか。 ― ラビッツと名づけました。
What did you name your team? ― We named it the Rabbits.
この公園はボランティアの人たちによってそうじされています。
This park is cleaned by volunteers.
この製品は中国で作られています。
This product is made in China.
彼の本は世界中で読まれています。
His books are read around the world.
彼はなべちゃんと呼ばれています。
He is called Nabe-chan.
このコンピューターは今はもう使われていません。
This computer isn't used anymore.
カラオケは日本人によって発明されました。
Karaoke was invented by a Japanese person.
東京タワーは1958年に建てられました。
Tokyo Tower was built in 1958.
市場ではたくさんの野菜が売られていました。
A lot of vegetables were sold at the market.
文化祭は10月に開かれます。
The school festival will be held in October.
赤ちゃんは直美と名づけられました。
The bady was named Naomi.
この席は（だれかに）取られていますか。 ― いいえ、取られていません。
Is this seat taken? ― No, it isn't.
このかばんはフランスで作られたのですか。 ― いいえ、ちがいます。
Was this bag made in France? ― No, it wasn't.
万博はどこで開催されましたか。 ― 愛知で開催されました。
Where was the Expo held? ― It was held in Aichi.
この絵はいつ描かれたのですか。 ― 約200年前に描かれました。

When was this picture painted? ― It was painted about two hundred years ago.
その事故で何人の人が亡くなったのですか。 ― 100人以上が亡くなりました。
How many people were killed in the accident? ― Over a hundred people were killed.
彼はどこに行けばいいのか知りませんでした。
He didn't know where to go.
私はどちらを買えばよいか決められません。
I can't decide which to buy.
この表示がどの道を行けばよいかを示しています。
This sign shows which way to go.
いつレポートを提出すればよいか覚えていますか。
Do you remember when to hand in the report?
私は兄に、キャンプへ何を持っていけばよいかたずねました。
I asked my brother what to bring to the camp.
お米のたき方を知っていますか。
Do you know how to cook rice?
私にこのカメラの使い方を教えてくれますか。
Call you tell me how to use this camera?
空港への行き方を教えていただけませんか。
Could you tell me how to get to the airport?
美雪は私にその手品のしかたを教えてくれました。
Miyuki showed me how to do the magic trick.
兄が私に泳ぎ方を教えてくれました。
My brother taught me how to swim.
洋介はちょうど体育館を出ていったところです。
Yosuke has just left the gym.
映画はもう始まってしまいました。
The movie has already started.
私たちはすでにこの本を読みました。
We've already read this book.
私は佐織にそのニュースを話してしまいました。
I've told the news to Saori.
健二は今までに歌を作ったことがありますか。 ― はい、あります。
Has Kenji ever written a song? ― Yes, he has.
今までに沖縄へ行ったことがありますか。 ― いいえ、ありません。
Have you ever been to Okinawa? ― No, I haven't.
あなたはもうその問題を解きましたか。 ― はい、解きました。
Have you solved the problem yet? ― Yes, I have.
真紀はもう部屋をそうじしましたか。 ― いいえ、まだです。
Has Maki cleaned her room yet? ― No, not yet.
あなたはフランス語を長い間勉強しているのですか。 ― はい、そうです。
Have you studied French for a long time? ― Yes, I have.
大樹はまだユニフォームを着ていません。
Daiki hasn't put on his uniform yet.

この冬は雪が降っていません。
It hasn't snowed this winter.
私はペットを飼ったことが1度もありません。
I've never had a pet.
真紀は四国に行ったことが1度もありません。
Maki has never been to Shikoku.
私は3日間テレビゲームをしていません。
I haven't played a video game for three days.
真紀は脚を骨折して以来スキーをしていません。
Maki hasn't skied since she broke her leg.
美雪は10年間フランス語を勉強しています。
Miyuki has studied French for ten years.
水曜日からずっとくもっています。
It has been cloudy since Wednesday.
彼らはそのレストランで半年間働いています。
They've worked at the restaurant for six months.
彼は今朝からずっと自分の部屋にいます。
He's been in his room since this morning.
彼はどのくらいパリに住んでいますか。 ― 3年間住んでいます。
How long has he lived in Paris? ― He's lived there for three years.
あなたは何回この映画を見たことがありますか。 ― 2回あります。
How many times have you seen this movie? ― I've seen it twice.
あなたは何回ニューヨークに行ったことがありますか。 ― 3回あります。
How many times have you been to New York? ― I've been there three times.
あなたは今までにいくつの国を訪れたことがありますか。 ― 20か国以上行ったことがあります。
How many countries have you ever visited? ― I've visited more than twenty countries.
私は以前にこの話を聞いたことがあります。
I've heard this story before.
私は1度長崎へ行ったことがあります。
I've been to Nagasaki once.
姉はこれまで何通も英語のメールを書いたことがあります。
My sister has written many English e-mails before.
大樹は富士山に登ったことが2度あります。
Daiki has climbed Mt.Fuji twice.
ほかの文化について学ぶことは大切です。
It's important to learn about other cultures.
文化のちがいを見つけるのはおもしろいです。
It's interesting to find cultural differences.
50メートル泳ぐことは私にとって簡単ではありません。
It's not easy for me to swim fifty meters.
これらの質問に答えることは彼女にとっては簡単でした。
It was easy for her to answer these questions.
真紀へのプレゼントを選ぶことは健二にとって難しいでしょう。

It will be difficult for Kenji to choose a present for Maki.

