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Let`s make complete sentences using the words in (    ).

(    ) の中の単語を並び替えて正しい文章を作りましょう。

1
なか　　たんご　　 なら　   か　　　  ただ　　　 ぶんしょう　つく

Lesson15 表現練習②
ひょうげんれんしゅう

expressions②

(1) 私の猫の面倒をみてくれませんか？

(2) ケイコとマナミは音楽祭に一緒に参加する予定です。

(3) なぜ帰宅が遅かったの？とても心配していたのよ。

(4) 同じ不満を何度も何度も聞くのは飽きたよ！

(5) 山はまだ雪で覆われていたよ。 

(6) イタリアって何で有名なの？

わたし　  ねこ　　　めんどう

おんがくさい　　　いっしょ　　   さんか　　　　　　 よてい

きたく　　　  おそ　                            　　　しんぱい

おな　　　ふまん　　　 なんど　 　  なんど　     き　　　　　　　　あ

やま　　　　　　　ゆき　　 おお

なに　　　ゆうめい

（1. take   2. my    3. of    4. you   5. can    6. care   7. cat)
？

Keiko and Mayami will                                                                                          together. 
（1. in   2. the musical festival   3. part    4. take)

Why did you come home late? I 
（1. you   2. was   3. about    4. worried)

I                                                                                                                                      again and again! 
（1. hearing   2. complains    3. am    4. of   5. tired    6. the same)

The mountains were

（1. covered   2. snow    3. still   4. with)

（1. is   2. what    3. for   4. famout  5. Italy）
？
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Let`s correct the sentences! 

間違いを見つけて正しい文章を作りましょう！

2
まちがい　　　 み　　　　　   ただ　　　 ぶんしょう　つく

(1) Cathy is looking forward in seeing her best friend.

(2) I am tired off the noises outside.

(3) Why were you worry about me?

(4) The bus stop was very crowded for people.

(5) What is France famous in? 

(6) Betty and I will take part on the project.

(7) Can you please make care of my sister while I am away?

(8) The street was covered for water due to the flood occured last night.
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STUDENTS
USE ONLY

① be famous for~

② be crowded with~

③ be different from~

④ be covered with~

⑤ be filled with~

⑥ be worried about~

⑦ be tired of~

⑧ take part in~

⑨ look forward to~  

⑩ take care of~

例）Japan is famous for its sushi.

例）The street was crowded with people.

例）My sons are very different from each other.

例）The roof is covered with snow.

例）My eyes are filled with tears.

例）I am tired of reading the same book.

例）I am worried about my sister.

例）I decided to take part in the party.

例）My mother looks forward to meeting with you.

例）Can you take care of my dog tomorrow?

~ で有名である

～で混雑している

～と違う

~ でおおわれている

~ でいっぱいである

~ の心配をしている

～に飽き飽きする

～に参加する

～が楽しみである

~ の世話をする

（日本はお寿司で有名です）

（道は人々で混雑していた）

（私の息子たちは、それぞれとても異なる）

（屋根が雪でおおわれている）

（私の目は涙でいっぱいです）

（私は妹のことが心配です）

（同じ本を読むのに飽き飽きしている）

（そのパーティに参加することを決めた）

（お母さんはあなたと会う事を楽しみにしている）

（明日、私の犬の世話をしてくれませんか？）

Lesson15 の授業を受ける前に、表現を覚えましょう！
じゅぎょう　う　　　　 まえ　　　 ひょうげん　 おぼ

Please study these expressions before the lesson.1
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Lesson15 の授業を受ける前に、表現を覚えましょう！
じゅぎょう　う　　　　 まえ　　　 ひょうげん　 おぼ

Please study these expressions before the lesson.2

(1) Osaka                                                                its unique cuisine.

(2) The new restaurant                                                          so many people.

(3) Mike               very                                         his sister.

(4) The street                                                                a lot of snow. 

(5)  The glass                                                                 water.

(6) My sister                                                                me a lot.

(7) My father                                              listening to the same song.

(8) Karen will                                                                 the suports event.

(9) My mother                                                                talking with you!

（大阪はユニークな食で有名です）

（その新しいレストランはたくさんの人々で混雑していました）

（マイクは彼の妹と、すごく異なります）　* 性格・見た目など

（道は雪で覆われています）

（そのグラスは水でいっぱいです）

（私の姉は、私のことを心配しています）

（私の父は同じ曲を聞くのに飽き飽きしています）

（カレンはスポーツイベントに参加する予定です）

（私の母は、あなたと話すことを楽しみにしています！）

（ブライアンが私の犬を何日が世話をしてくれる予定です）
(10) Brian will                                                                 my dog for few days.
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Check the answers.3 答え合わせをしてみましょう。
じゅぎょう　う　　　　 まえ　　　 ひょうげん　 おぼ

(1) Osaka is famous for its unique cuisine.

(2) The new restaurant was crowded with so many people.

(3) Mike is very didferent from his sister.

(4) The street is covered with a lot of snow.

(5) The glass is filled with water.

(10) Brian will take care of my dog for few days.

(6) My sister is worried about me a lot.

(7) My father is tired of listening to the same song.

(8) Karen will take part in the sports event.

(9) My mother looks forward to talking with you!


