あなたとあなたの夫はシーフードを Do you and your husband like
好きですか？
seafood?
はい、好きです。
Yes, we do.
いいえ、私たちは好きではありませ No, we don't.
ん。
あなたはいつも昼食に何を食べます What do you usually eat for lunch?
か？
私はいつもサンドイッチを食べる。 I usually eat a sandwich.

北海道にはどのくらいの期間滞在し How long will you be in Hokkaido?
ますか？
I'll be there for five days.
私は5日間そこにいます。

誰をパーティーに招待しましたか？ Who did you invite to the party?
私は友達をみんな招待しました。

I invited all my friends.

今週末はどこに行きますか？

Where will you go this weekend?

私は両親の家に行くつもりです。

I'll go to my parents' house.

あなたのレポートはいつ見ることが When can I see your report?
できますか？
You can see it tomorrow.
あなたは明日それを見ることができ
ます。

なぜあなたはとてもたくさんの服を Why do you have so many clothes?
持っているのですか？
Because I love fashion!
私はファッションが大好きだから！

この場所をどうやって見つけました How did you find this place?
か？
I looked on a map.
私は地図を見ました。

誰のCDを購入しますか？

Whose CD will you buy?

マドンナのCDを買うよ。

I'll buy Madonna's CD.

どんな種類の料理を作れますか？

What kind of food can you cook?

私は日本食を作ることができます。 I can cook Japanese food.

あなたは若い頃、どのくらい頻繁に How often did you go to the dentist
歯医者に行きましたか？
when you were young?
私は年に一度行った。

I went once a year.

あなたはどれくらいのお金を貸して How much money will you lend me?
くれますか？
I'll lend you $20.
私はあなたに20ドルを貸します。

何キロ走ることができますか？

How many kilometers can you run?

私は5キロ走ることができます。

I can run five kilometers.

何時に寝るの？

What time do you go to bed?

私は11時30分に寝る。

I go to bed at 11:30.

あなたの弟は幸せですか？

Is your brother happy?

はい、彼はそうです。
Yes, he is.
いいえ、彼はそうではありません。 No, he isn't.

私たちはいつ出発するのですか？

When are we leaving?

私たちは3時に出発します。

We're leaving at 3:00.

あなたが今までに見た中で最高の映 What's the best movie you have
画は何ですか？
ever seen?
それはタイタニックです。

It was Titanic.

良い週末を過ごしましたか？

Did you have a good weekend?

はい、私は過ごしました。
Yes, I did.
いいえ、私は過ごしませんでした。 No, I d
 idn't.

私のパーティに来る？

Will you come to my party?

はい、そうします。
いいえ、私は行きません。

Yes, I will.
No, I won't.

上司はまだ到着していませんか？

Has the boss arrived yet?

はい、彼は到着しました。
いいえ、彼は到着していません。

Yes, he has.
No, he hasn't.

今までに何をしたのですか？

What have you done so far?

私は私の報告書を書いて、コピーを I've written my report and made the
作った。
copies so far.

馬に乗ったことはありますか？

Have you ever ridden a horse?

はい、あります。
いいえ、ありません。

Yes, I have.
No, I haven't.

あなたはパーティにいかなかったん Didn’t you go to the party?
ですか？
Yes, I did.
はい、行きました。
No, I didn’t.
いいえ、行かなかったです。

