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楽しんで。…………………………………… 62
楽しんでください！………………………… 62
タバコを吸ってもいいですか？…………… 31
食べ物にえり好みはしません。…………… 88
食べることが大好きです。………………… 93
黙っていてごめんさない。………………… 51
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チェックアウトします。…………………… 161
チェックアウトは何時ですか？…………… 145
チェックインしたいのですが。…………… 144
近いうちにまた。…………………………… 26
近くにいい店があります。………………… 163
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人生は美しい。……………………………… 116
人生は思いどおりにはいかない。………… 117
人生は思うほど悪くない。………………… 117
人生はつまらないことに思い悩むには短すぎ
る。…………………………………………… 117
人生はつらい。……………………………… 116
人生は何が起こるかわからないよ。……… 117
心配要りません。…………………………… 41

【す】
睡眠不足です。……………………………… 103
水曜日です。………………………………… 79
すぐに参ります。…………………………… 49
少し待って。………………………………… 65
少し待ってください。……………………… 155
ステーキの焼き方はいかがいたしましょう
か？…………………………………………… 173
すべて１ドル札にしてください。………… 151
すべて満足です。…………………………… 175
スマホが見つかりません。………………… 197
スミスさんをお願いします。……………… 157
済みました。………………………………… 176
すみません。………………………………… 48
すみません、意味が解りませんでした。 … 35
すみません、遅れます。 …………………… 51
すみません、降ります。（私たち） ………… 149
すみませんが、もう行かなくては。 ……… 49
すみませんでした。（買わなかった場合） … 193

【せ】
税金は戻ってきますか？…………………… 193
咳が出ます。………………………………… 106
席を替わってもらえますか？……………… 127
絶対です。…………………………………… 43
絶対ですか？………………………………… 42
全部でいくらですか？……………………… 179

近くに薬局は？……………………………… 199
近くに郵便局は？…………………………… 133
近くに有名な所があります。……………… 95
近くにレストランは？……………………… 132
父は入院しています。……………………… 110
チップは含まれていますか？……………… 179
昼食を食べられますか？…………………… 164
注文が決まりました。……………………… 170
注文をお願いします。……………………… 170
調子はいかがですか？……………………… 20
朝食の時間は何時から何時までですか？… 147
朝食は何時からですか？…………………… 147
朝食はどこでとれますか？………………… 147
朝食を食べられますか？…………………… 164
ちょうどあそこにあります。（銀行、コンビニ
などが） ……………………………………… 121
ちょうど１時です。………………………… 75
ちょっとおたずねしますが。……………… 48
ちょっと時間ありますか？………………… 59
ちょっと時間いいですか？………………… 59
ちょっと失礼。……………………………… 49
ちょっとすみません。（ウェイトレスに） … 49
ちょっとそのままで。（待って） …………… 65
ちょっと話が。……………………………… 58
ちょっと待って。（対面） …………………… 65
ちょっと待ってください。（エレベーター）　
………………………………………………… 149
ちょっと無理かも。………………………… 31

【つ】
ついて来てください。……………………… 119
杖が要ります。……………………………… 104
疲れ果てました。…………………………… 103
疲れました。………………………………… 102
着きました、お客様。 ……………………… 137
妻がいます。………………………………… 80
妻と暮らしています。……………………… 82
妻と歳を重ねていきたい。………………… 85
妻は胃がんでした。………………………… 115
妻をがんで亡くしました。………………… 115
妻は50代です。 …………………………… 85
連れ添って30年になります。 …………… 113

【て】
定食はありますか？………………………… 171
定食をいただきます。……………………… 172
出口はどこですか？………………………… 121
デザートは後でいただきます。…………… 175

【そ】
そういう意味ではありません。…………… 39
そうです。…………………………………… 36
そうですねぇ。……………………………… 64
そうではありません。……………………… 38
そうでもありません。……………………… 31
そうね。元気を出そう。 …………………… 117
そうねぇ。…………………………………… 64
そこまでお連れしましょう。……………… 120
外はかなり暑いです！……………………… 71
その意気！…………………………………… 67
その角を左に曲がってください。………… 121
そのタクシー乗り場はどこですか？……… 135
その調子。…………………………………… 67
そのとおり。………………………………… 37
そのとおりです。…………………………… 36
そのバスはどこで乗れますか？…………… 135
そのようですね。…………………………… 33
そばアレルギーです。……………………… 88
それが唯一の人生の楽しみです。………… 97
それです。（商品などが） …………………… 37
それでは。（また会うとき） ………………… 26
それでは。（別れぎわに） …………………… 63
それはお気の毒に。………………………… 54
それはごめんなさい。……………………… 50
それは残念です。…………………………… 55
それは失礼。………………………………… 49
それは大変ですね。………………………… 111
それは確かですか？………………………… 43
それは違います。…………………………… 39
それを聞いて残念です。…………………… 54
それを聞いて大変残念です。……………… 55
それを２つ。………………………………… 173
そろそろタバコをやめないと。…………… 77
そろそろ寝る時間です。…………………… 77
そんなことはありません。………………… 38

【た】
滞在の目的は何ですか？…………………… 131
滞在を２時間延ばしたいのですが。……… 144
大したことはありません。………………… 40
体重を減らす必要があります。…………… 101
大丈夫です。………………………………… 41
大丈夫です、繰り返します。 ……………… 35
大丈夫ですか？……………………………… 119
大好きな食べ物は何ですか？……………… 89
大好きな日本食は何ですか？……………… 89



ねえ。………………………………………… 59
ねえ、知ってる？ …………………………… 58
値段が高すぎます。………………………… 191
値段はいくらですか？……………………… 190
熱があります。……………………………… 106
熱中症になりかけました。………………… 107
ネットショッピングが大好きです。……… 93
値引き率はいくらですか？………………… 190
眠たくなりました。………………………… 102

【の】
のどに痛みが。……………………………… 107
飲み物だけでもいいですか？……………… 165
飲んだことがありません。でも試してみたいで
す。…………………………………………… 91

【は】
パーティーの時間です。…………………… 76
バーに２人お願いします。………………… 166
ハーフボトルをください。………………… 169
はい。（肯定） ………………………………… 28
はい。（了解） ………………………………… 33
はい、ありがとうございます。 …………… 28
はい、お願いします。 ……………………… 28
はい、コーヒーです。 ……………………… 60
はい、ございます。こちらです。 ………… 183
はい、これです。 …………………………… 60
はい、そうです。 …………………………… 37
はい、どうぞ。 ……………………………… 181
はい、どうも。 ……………………………… 29
はい、ぴったりです。 ……………………… 185
はい、道なりに行ってください。 ………… 119
はい、解りました。 ………………………… 33
俳句を作るのが楽しいです。……………… 97
歯医者に連れていってください。………… 201
はい代金です。……………………………… 61
ハウスワインの赤をデキャンタでください。
………………………………………………… 169
歯が痛いです。……………………………… 201
はじめまして。……………………………… 24
はじめまして、スーザン。マリコです。 … 23
バスからお湯があふれでています。……… 159
パスポートをなくしました。……………… 196
パスポートを拝見。………………………… 61
はっきりわかりません。…………………… 35
バッグがなくなりました！………………… 197
バッグはどこで売っていますか？………… 183
バツ２です。………………………………… 115

デザートは要りません。…………………… 177
手伝いましょうか？………………………… 119
手に取ってみてもいいですか？…………… 184
では。（日常・カジュアル） ………………… 27
デパートで働いています。………………… 86
テラス席にお座りになりますか？………… 167
テレビが映りません。……………………… 158
電気がつきません。………………………… 159
天気はどうですか？………………………… 71
天気予報はどうですか？…………………… 71
天ぷらが大好きです。……………………… 89

【と】
トイレがつまりました。…………………… 159
トイレの水が流れません。………………… 159
どういたしまして。………………………… 46
どういたしまして。（いつでも） …………… 47
どういたしまして。（喜び） ………………… 47
どうかしましたか？………………………… 107
東京行きです。……………………………… 123
どうしたらいいかわかりません。………… 35
どうしました？……………………………… 197
どうぞ。……………………………………… 149
どうぞ。（そうして） ………………………… 29
どうぞ入って。……………………………… 155
どうなさいました？………………………… 201
糖尿病です。………………………………… 109
どうも。……………………………………… 45
どうも、ケイコ。 …………………………… 19
どうも、ジョン。 …………………………… 18
どうも。おつりはいいです。 ……………… 137
どうも。スーザンです。 …………………… 23
どうもありがとう。………………………… 45
どうもありがとうございます。（カジュアル） … 44
どうもありがとうございます。（フォーマル） … 53
通っていいですか？………………………… 126
ときどきゴルフをします。………………… 101
読書が好きです。…………………………… 92
独身です。…………………………………… 114
特に野菜を育てるのが好きです。………… 97
どこが悪いのかな？………………………… 103
どこに行くのですか？……………………… 119
歳を取った。………………………………… 85
都心に行くバスは？………………………… 138
都心方面は何番線ですか？………………… 138
とても元気です。…………………………… 21
とてもよくお似合いです。………………… 187
どなたですか？（ノックされて） ………… 155

話がわかりません。………………………… 35
話できる？…………………………………… 65
母と暮らしています。……………………… 82
母は要介護３です。………………………… 111
母は老人ホームにいます。………………… 110
早くよくなりますように。………………… 103
腹八分に食べています。…………………… 98
春はもうすぐです。………………………… 72
晴れです。…………………………………… 70
番号が違います。（電話などの） …………… 39
番号が違いますよ。（電話を受けて） ……… 157
ハンドバッグをひったくられました。…… 197
ハンバーガーを１つください。…………… 180
パンをもう少しください。………………… 177

【ひ】
ビールが好きです。………………………… 90
ビールをいただきます。…………………… 91
ビールをください。………………………… 128
冷え性です。………………………………… 107
ビザカードでいいですか？………………… 179
ピザを一切れください。…………………… 181
一人暮らしで犬を飼っています。………… 83
一人暮らしです。…………………………… 83
ひとりっ子です。…………………………… 81
昼の12時です。 …………………………… 74
病院に２週間入院していました。………… 111

【ふ】
服装の規則はありますか？………………… 163
冬来たりなば春遠からじ。………………… 73
冬に温泉に行くのが好きです。…………… 94
フライドポテトをください。……………… 181
風呂の栓がしまりません。………………… 159

【へ】
ヘアドライヤーを貸してください。……… 153
ヘッドフォンをください。………………… 127
ベッドを直してください。………………… 154
別な色は？…………………………………… 186
別料金ですか？……………………………… 153
部屋を掃除してください。………………… 154

【ほ】
ポーターは要りません。…………………… 145
ポーターをよこしてください。…………… 161
他にご入り用は？…………………………… 193
他にご注文はございますか？……………… 177

どの路線ですか？（切符を見せて） ……… 141
友だちのケイコです。……………………… 23
トラベラーズチェックは使えますか？…… 195
取り皿を２枚いただきたいのですが。…… 175
鶏肉をください。…………………………… 129
とんでもない。……………………………… 47
どんな具合ですか？………………………… 21
どんなご用件でしょう、お客様？ ………… 145
どんな食べ物がお好きですか？…………… 89
どんなワインがお好きですか？…………… 91

【な】
直してください。…………………………… 159
長すぎます。………………………………… 188
夏が来ています。…………………………… 72
夏に旅行に行くのが好きです。…………… 94
夏はさらに暑くなりました。……………… 73
何言ってるの！……………………………… 66
何か薬はありますか？……………………… 199
何か薬を飲んでいますか？………………… 109
何かスポーツはしていますか？…………… 101
何をするのが好きですか？………………… 93
名前はサトウです。………………………… 165
生ビールをください。……………………… 168
何階ですか？………………………………… 149
何歳からでも学べますよ。………………… 85
何時に開きますか？………………………… 183
何時に閉まりますか？……………………… 183
何時に出発しますか？……………………… 139
なんていい人なの！………………………… 57
なんて美しい！……………………………… 56
なんて面白い！（滑稽） …………………… 57
なんてかっこいい！………………………… 57
なんてかわいい！…………………………… 57
なんて興味深い！…………………………… 57
なんてきれい！……………………………… 57
なんて素敵！………………………………… 56
なんてすばらしい！………………………… 56
何でも好んで食べます。…………………… 89

【に】
日本酒が好きです。………………………… 90
日本酒はお飲みになりますか？…………… 91
日本茶をください。………………………… 129
荷物はスーツケース２個です。…………… 161
入浴を拒否します。………………………… 111

【ね】



夕食を食べられますか？…………………… 164
ゆったりしすぎです。……………………… 188

【よ】
ヨーロッパで美術館を訪れるのが好きです。 
………………………………………………… 95
予算は５００ドルです。…………………… 191
夜中に目がさえます。……………………… 105
世の中そんなに甘くはない。……………… 117
予約が必要ですか？………………………… 163
予約しています。…………………………… 165
予約していませんがいいですか？………… 165
予約をしたいのですが。…………………… 163

【ら】
ランチの時間です。………………………… 77

【り】
離婚しました。……………………………… 114
了解。………………………………………… 32
料金はいくらですか？……………………… 139
料金は部屋につけてください。…………… 153
両親と住んでいます。……………………… 83
量は少なめがいいのですが。……………… 174
料理は分けて食べます。…………………… 175

【る】
ルームサービスをお願いします。………… 152

【れ】
冷酒をいただきます。……………………… 91
冷房が効きません。………………………… 158
レジはどこですか？………………………… 195
レジ袋に入れてください。………………… 195

【ろ】
老眼鏡が要ります。………………………… 104

【わ】
ワインオープナーをお願いします。……… 153
ワインが好きです。………………………… 90
ワインパーティーで出会いました。……… 113
ワインをもう少しください。……………… 177
わかっています。…………………………… 32
わかりました。（理解・納得） ……………… 32
わかりました。（その考えや意見を） ……… 33
解りましたか？……………………………… 33
解ります。（理解） …………………………… 33

保険は全部入ります。……………………… 143
保険は含まれていますか？………………… 143
欲しいのはこれではありません。………… 39
ボストン行きの汽車は何番線ですか？…… 141
ボストンまで往復切符をください。……… 141
ボストンまで片道を１枚ください。……… 140
補聴器が要ります。………………………… 104
ボトルをください。………………………… 169
ボランティアで先生をしています。……… 87
本気ですか？………………………………… 42
本日の特別メニューは何ですか？………… 171
本当ですか？………………………………… 43
本当ではありません。……………………… 38
本当に？……………………………………… 43
本当にごめんなさい。……………………… 41
本を読んでワインを飲みます。…………… 73

【ま】
まあまあです。……………………………… 21
まあまあです。あなたは？ ………………… 21
毎日３０分ジョギングをします。………… 100
毎日腕立て伏せを１０回します。………… 100
まけてくれませんか。……………………… 191
孫娘が１人います。………………………… 81
まさにそのとおり。………………………… 37
まさにそのとおりです。…………………… 37
マジ？………………………………………… 43
マスターカードでいいですか？…………… 179
また会うときまで。………………………… 27
またあとで。………………………………… 26
またあとでね、ケイコ。 …………………… 27
また来ます。………………………………… 192
まだ済んでいません。……………………… 176
まだ注文が決まっていません。…………… 170
待ち時間はどれくらいですか？…………… 165
まっすぐ行って右です。…………………… 121
まっすぐ２ブロック行ってください。…… 133
まったくそのとおり。……………………… 29
窓側の席に座ってもいいですか？………… 127
窓際の席にしてください。………………… 167
マンションに住んでいます。……………… 83
慢性の腰痛です。…………………………… 108

【み】
右足がかなり痛みます。…………………… 201
右側にあります。…………………………… 121
道案内助かりました。……………………… 47
ミディアムで。……………………………… 173

解りません。………………………………… 34
わかりません。……………………………… 34
私たちはお見合い結婚です。……………… 112
私たちは大恋愛で結婚しました。………… 112
私たちはハワイで結婚しました。………… 112
私にあうのを選んでください。…………… 187
私に伝言はありますか？…………………… 147
私にどうですか？…………………………… 187
私のクレジットカードです。……………… 145
私のサイズを測ってください。…………… 187
私のパスポートです。……………………… 131
私の部屋番号です。………………………… 61
私のメールアドレスです。………………… 61
私も同じものをいただきます。…………… 172

 ■英語                                                                                                 
【A】
A bank nearby?  ………………………… 133
A bottle, please. ………………………… 169
A bus stop around here? ……………… 134
A bus stop nearby? …………………… 133
A carafe of house red, please. ……… 169
A convenience store nearby? ……… 132
A department store nearby? ………… 182
A discount, please. ……………………… 191
A drugstore nearby? …………………… 199
A duty-free shop nearby? ……………… 182
A hair dryer, please. …………………… 153
A half bottle, please. …………………… 169
A hamburger, please. …………………… 180
A Japanese restaurant nearby? …… 162
A local food place nearby? …………… 162
A museum around here? ……………… 133
A nice restaurant nearby? …………… 162
A one-way to Boston, please. ……… 140
A one-way, please. ……………………… 140
A porter, please. ………………………… 161
A post office nearby? ………………… 133
A restaurant nearby? …………………… 132
A restroom nearby? …………………… 132
A round-trip to Boston, please. ……… 141
A round-trip, please. …………………… 140
A safety box, please. …………………… 146
A shopping area nearby? ……………… 182
A slice of pizza, please. ………………… 181
A souvenir shop nearby? ……………… 133

見ているだけです。………………………… 185
耳が遠くなりました。……………………… 105

【む】
息子が２人います。………………………… 81
娘がいます。………………………………… 80
娘さんのご婚約おめでとうございます。… 53
娘と暮らしています。……………………… 82

【め】
迷惑ではありません。……………………… 40
めまいがします。…………………………… 201
免税ですか？………………………………… 193

【も】
もう結構です。……………………………… 177
もうじき再婚します。……………………… 115
もう少し時間がかかります。……………… 171
もうそんな時間？…………………………… 77
もう冬です。………………………………… 72
毛布をもう１枚ください。………………… 127
モーニングコールを６時にお願いします。 … 146
木曜日です。………………………………… 79
もしもし。（電話で話す前に） ……………… 156
もしもし、ジャックなの？ ………………… 157
持ち帰りで。………………………………… 181
もちろんです。……………………………… 29
もっと大きいサイズは？…………………… 186
もっときつくしてください。……………… 189
もっとコーヒーはいかが？………………… 29
もっと小さいサイズは？…………………… 186
もっと短くしてください。………………… 189
もっと安くなりませんか？………………… 191
物忘れがひどいです。……………………… 105
最寄りの地下鉄はどこですか？…………… 135
問題ありません。(No problem.) ………… 40
問題ありません。(Not a problem.) ……… 41

【や】
薬局に連れていってください。…………… 200
やってごらん。……………………………… 66
やっと金曜日だ！…………………………… 78
ヤマダサチコです。………………………… 23
やめておきます。…………………………… 31
やめておこうと思います。………………… 192
柔らかいものをいただきたいのですが。… 174

【ゆ】



Congrats. ………………………………… 53
Congratulations on the birth of your 
grandson. ………………………………… 53
Congratulations on your birthday. … 52
Congratulations on your daughter’s 
engagement. ……………………………… 53
Congratulations on your marriage. … 52
Congratulations on your wedding 
anniversary. ……………………………… 53
Congratulations. ………………………… 52

【D】
Did you understand? …………………… 33
Dinner, OK? ……………………………… 164
Do I need a reservation? ……………… 163
Do I pay for the gas? …………………… 143
Do you drink sake? ……………………… 91
Do you have a minute? ………………… 59
Do you have a set menu? …………… 171
Do you have any brothers or sisters? … 81
Do you have leather jackets? ……… 183
Do you have the time? ………………… 75
Do you live with your mother? ……… 83
Do you play any sports? ……………… 101
Do you take any medicine? …………… 109
Does it stop at City Hall? …………… 139
Don’t give up! …………………………… 67
Don’t mention it. ………………………… 46
Don’t worry. ……………………………… 41
Draft beer, please. ……………………… 168
Duty-free? ………………………………… 193

【E】
Eleven forty-five, please. ……………… 146
Everything’s just fine. ………………… 175
Exactly. …………………………………… 37
Excuse me. ………………………………… 48
Excuse me for a moment. …………… 49
Excuse me for asking. ………………… 48
Excuse me for being late. …………… 49
Excuse me for bothering you. ……… 49
Excuse me for that. …………………… 49
Excuse me, but I need to go now. … 49
Excuse me, sir. …………………………… 48
Excuse me, waitress. …………………… 49
Excuse us, this is our floor. …………… 149

【F】

A station around here? ………………… 134
A subway station near here? ………… 133
A table for four at seven, please. …… 163
A table for four, please. ………………… 166
A table for two, please. ………………… 163
A taxi stand around here? …………… 134
A taxi, please. …………………………… 135
A wake-up call at 6, please. …………… 146
A window table, please. ……………… 167
A wine opener, please. ………………… 153
Absolutely. ………………………………… 29
After you. …………………………………… 149
All singles, please. ……………………… 151
An inside table, please. ………………… 167
An outside table, please. ……………… 167
Any bigger sizes? ……………………… 186
Any local dishes? ……………………… 171
Any medicine? …………………………… 199
Any messages for me? ………………… 147
Any other colors? ……………………… 186
Any smaller sizes? ……………………… 186
Any vending machines? ……………… 147
Anything else you need? ……………… 193
Anytime. …………………………………… 47
Are you in love with someone? ……… 115
Are you lost? ……………………………… 119
Are you OK? ……………………………… 119
Are you positive? ………………………… 42
Are you ready to order, ma’am? ……… 171
Are you serious? ………………………… 42
Are you sure about that? ……………… 43
Are you sure? …………………………… 42
At the Grand Hotel. …………………… 131

【B】
Beautiful day, isn’t it? ………………… 71
Beef, please. ……………………………… 129
Beer, please. ……………………………… 128
Breakfast, OK? …………………………… 164
Business and pleasure. ……………… 131
By credit card, please. ………………… 194
By the glass, please. …………………… 169
Bye. ………………………………………… 27

【C】
Call a doctor, please. …………………… 199
Call an ambulance, please. …………… 201
Call me Sachi. …………………………… 23

First aid, please. ………………………… 199
Fish, please. ……………………………… 129
Fix it, please. ……………………………… 159
Follow me. ………………………………… 119
For a week. ………………………………… 131
For here, please. ………………………… 181
For ladies? ………………………………… 185
For men? …………………………………… 185
For sightseeing. ………………………… 130
Four quarters, please. ………………… 151
French fries, please. …………………… 181
Fresh towels, please. …………………… 154
Full coverage, please. ………………… 143

【G】
Gift-wrap it, please. ……………………… 195
Glad to meet you too. ………………… 25
Go ahead. ………………………………… 29
Go for it. …………………………………… 66
Go straight and turn right. …………… 121
Go straight for two blocks. …………… 133
Going down? ……………………………… 148
Going to the Grand Hotel? …………… 139
Going up. …………………………………… 148
Going up? ………………………………… 148
Good afternoon. ………………………… 19
Good day. ………………………………… 19
Good evening. …………………………… 19
Good for a seventy-year old man? … 185
Good luck! ………………………………… 67
Good morning. …………………………… 19
Good night. ………………………………… 19
Goodbye. …………………………………… 27
Got a minute? …………………………… 59
Green tea, please. ……………………… 129
Guess what! ……………………………… 58

【H】
Hang in there! …………………………… 67
Happy 30th anniversary of your marriage. 
………………………………………………… 53
Have a ball! ……………………………… 63
Have a good day. ………………………… 63
Have a good time! ……………………… 62
Have a nice day. ………………………… 62
Have a nice trip. ………………………… 63
Have a nice trip home. ………………… 63
Have a nice weekend. ………………… 63

Call the police! …………………………… 197
Can I change seats with you? ……… 127
Can I get a headset? …………………… 127
Can I get another blanket? …………… 127
Can I get by? ……………………………… 126
Can I get some water? ………………… 127
Can I get the tax back? ……………… 193
Can I get you anything else? ………… 177
Can I have the check? ………………… 178
Can I hold it? ……………………………… 184
Can I keep this key card? ……………… 161
Can I move over there? ………………… 126
Can I park here? ………………………… 143
Can I pay by credit card? ……………… 178
Can I pay here? …………………………… 178
Can I pay in yen? ………………………… 195
Can I see this? …………………………… 184
Can I sit here? …………………………… 126
Can I take the window seat? ………… 127
Can I take the window seat over there? 
………………………………………………… 127
Can I take this home? ………………… 179
Can I talk to you? ……………………… 65
Can I touch it? …………………………… 184
Can I try it on? …………………………… 187
Can you break this, please? ………… 151
Can you come back later? …………… 155
Can you go any lower? ………………… 191
Can you help me? ……………………… 185
Can you make alterations? …………… 189
Can you spare a minute? ……………… 59
Care for some more coffee? ………… 29
Cash these traveler’s checks, please. … 151
Cash this, please. ……………………… 150
Cash, please. ……………………………… 194
Certainly, ma’am. ……………………… 153
Charge to my room, please. ………… 153
Charge, please. …………………………… 194
Cheer up! …………………………………… 66
Chicken, please. ………………………… 129
Choose a good one for me. …………… 187
Clean my room, please. ………………… 154
Coffee now, please. …………………… 175
Coffee, please. …………………………… 129
Come on! …………………………………… 66
Come on in. ……………………………… 155
Come on. It’s not the end of the world. … 67
Congrats on your new job. …………… 53



I go swimming twice a week. ………… 101
I got a leg cramp. ……………………… 201
I got it. ……………………………………… 32
I got the wrong change. ……………… 195
I have a cold, I think. …………………… 199
I have a cold. ……………………………… 106
I have a cough. …………………………… 106
I have a daughter. ……………………… 80
I have a fever. …………………………… 106
I have a granddaughter. ……………… 81
I have a headache. ……………………… 198
I have a husband.………………………… 80
I have a pain here. ……………………… 198
I have a reservation. …………………… 165
I have a sore throat. …………………… 107
I have stomachache. …………………… 198
I have a toothache. ……………………… 201
I have a wife. ……………………………… 80
I have a younger sister. ……………… 81
I have allergies. …………………………… 107
I have an older brother. ………………… 81
I have chronic back pain. ……………… 108
I have diabetes. ………………………… 109
I have hay fever. ………………………… 107
I have high blood pressure. …………… 109
I have nerve pain. ………………………… 108
I have no idea. …………………………… 35
I have poor circulation. ………………… 107
I have stiff shoulders. ………………… 108
I have the flu. ……………………………… 107
I have two sons. ………………………… 81
I hope you get well soon. ……………… 103
I jog 30 minutes every day. …………… 100
I just walk for exercise. ………………… 101
I know. ……………………………………… 32
I know what you mean. ………………… 33
I like beer. ………………………………… 90
I like both white and red wines. ……… 91
I like cooking Italian food. ……………… 93
I like growing plants. …………………… 97
I like listening to music. ……………… 92
I like reading. ……………………………… 92
I like sake. ………………………………… 90
I like singing karaoke.…………………… 93
I like sushi a lot. ………………………… 89
I like taking walks. ……………………… 92
I like the red leaves in fall. …………… 73
I like to eat anything. …………………… 89

Have a seat. ……………………………… 63
Have fun. …………………………………… 62
He can’t get around very well. ……… 111
He refuses to take a bath. …………… 111
Hello.（こんにちは）  ……………………… 18
Hello.（もしもし） ………………………… 156
Hello, is this Jack? ……………………… 157
Hello, Kate. ………………………………… 18
Hello, Mary. I’m sorry I’m late. ………… 51
Hello, Nancy. ……………………………… 19
Hello, Suzan. I’m Mariko. ……………… 23
Here. ………………………………………… 60
Here it is. …………………………………… 61
Here we are, ma’am. …………………… 137
Here you are. ……………………………… 60
Here, take this medicine. ……………… 199
Here’s for you. ……………………………  61
Here’s my credit card. ………………… 145
Here’s my email address. ……………… 61
Here’s my passport. …………………… 131
Here’s my return ticket. ……………… 131
Here’s my room number. ……………… 61
Here’s something for you. …………… 57
Here’s the money. ………………………  61
Here’s to you. ……………………………  61
Here’s your change, ma’am. ………… 195
Here’s your coffee. ……………………… 60
Here’s your T-bone steak, ma’am. … 39
Hi, John. …………………………………… 18
Hi, Keiko. …………………………………… 19
Hi, Mary. How are you doing? ………… 21
Hi. I’m Suzan. ……………………………… 23
Hold it, please. …………………………… 149
Hold on a second. ……………………… 65
Hold on, please. ………………………… 157
Hold on. …………………………………… 65
Hot water, please. ……………………… 152
How about you? ………………………… 21
How are things going? ………………… 21
How are you?……………………………… 20
How beautiful! …………………………… 56
How cool! ………………………………… 57
How cute! ………………………………… 57
How did you two meet? ……………… 113
How do I eat this? ……………………… 177
How do I look? …………………………… 187
How funny! ………………………………… 57
How interesting! ………………………… 57

I like to go to a movie once in a while. … 95
I like to go to hot springs in winter. … 94
I like to go to karaoke after work. …… 94
I like to see operas. …………………… 95
I like to travel in summer. ……………… 94
I like to visit historical sites. ………… 95
I like to visit museums in Europe. …… 95
I like watching movies at home. …… 93
I like wine. ………………………………… 90
I live alone. ………………………………… 83
I live alone with my dog. ……………… 83
I live with my daughter. ………………… 82
I live with my mother. …………………… 82
I live with my parents. ………………… 83
I live with my wife. ……………………… 82
I lost my camera. ………………………… 196
I lost my husband a few years ago. … 115
I lost my passport. ……………………… 196
I lost my wallet. ………………………… 196
I lost my wife to cancer. ……………… 115
I love eating. ……………………………… 93
I love online shopping. ………………… 93
I love traveling abroad. ………………… 93
I met my husband at work. …………… 113
I need a hearing aid. …………………… 104
I need a walking cane. ………………… 104
I need more time. ………………………… 171
I need reading glasses. ………………… 104
I need to get there by eleven. ……… 137
I need to go here. ……………………… 137
I need to lose weight. ………………… 101
I play gate ball once a week. ………… 101
I read books and drink some wine. … 73
I see. ………………………………………… 32
I sometimes play golf. ………………… 101
I take medicine for high blood pressure. 
………………………………………………… 109
I try not to get exposed to sun. …… 99
I try to be healthy. ……………………… 98
I try to eat in moderation. …………… 98
I try to sleep seven hours a day. …… 98
I try to stay in good shape. …………… 99
I try to walk 10,000 steps a day. ……… 101
I understand. ……………………………… 33
I wake up early in the morning. ……… 105
I walk 8,000 steps a day. ……………… 100
I want to grow old with my wife. …… 85
I want to learn English. ………………… 85

How long is the wait? ………………… 165
How may I help you, ma’am? ………… 145
How much altogether? ………………… 179
How much is the fare? ………………… 139
How much is this? ……………………… 191
How nice! ………………………………… 56
How nice of you! ………………………… 57
How pretty! ………………………………… 57
How wonderful! …………………………… 56
How would you like it? ………………… 151
How would you like your steak? …… 173
How’s everything?（調子） ……………… 20
How’s everything?（食事） ……………… 175
How’s the weather? …………………… 71
How’s your wife? ………………………… 20

【 I】
I almost had a heatstroke. …………… 107
I can’t afford it. …………………………… 191
I can’t find my smartphone. …………… 197
I can’t stop the drain. …………………… 159
I didn’t drink this. ………………………… 160
I didn’t eat this.…………………………… 160
I didn’t make this call. ………………… 160
I do 10 push-ups every day. …………… 100
I don’t feel well. …………………………… 103
I don’t get enough sleep. ……………… 103
I don’t get it. ……………………………… 34
I don’t have an appetite. ……………… 103
I don’t know. ……………………………… 34
I don’t know for sure. …………………… 35
I don’t know the area.…………………… 123
I don’t know what to do. ……………… 35
I don’t think so. …………………………… 31
I don’t understand. ……………………… 34
I eat right and sleep right. …………… 99
I enjoy taking pictures. ………………… 97
I enjoy writing haiku poems. ………… 97
I especially like growing vegetables. … 97
I enjoyed the food. ……………………… 176
I feel a chill. ……………………………… 103
I feel dizzy. ………………………………… 201
I feel sick. ………………………………… 102
I feel sleepy. ……………………………… 102
I feel tired. ………………………………… 102
I forget things a lot. …………………… 105
I get a second wind at night. ………… 105
I get the idea. …………………………… 33



I’m sorry I said that. …………………… 51
I’m sorry I’m late. ………………………… 50
I’m sorry to hear that. ………………… 54
I’m sorry, I’m going to be late. ……… 51
I’m sorry, we’re full right now. ………… 165
I’m Tanaka, Kenji Tanaka.……………… 145
I’m Tanaka. ………………………………… 22
I’m tired out. ……………………………… 103
I’m very sorry to hear that. …………… 55
I’ve been divorced twice. ……………… 115
I’ve gotten old. …………………………… 85
I’ve never had sake. I want to try it, 
though. ……………………………………… 91
I’ve quit drinking. ………………………… 99
In a bag, please. ………………………… 195
Is gas included? ………………………… 143
Is insurance included? ………………… 143
Is it already? ……………………………… 77
Is service included? …………………… 179
Is that for sure? ………………………… 43
Is that right? ……………………………… 43
Is the tip included? ……………………… 179
Is there a dress code? ………………… 163
Is there an extra charge? …………… 153
Is this seat taken? ……………………… 181
Is this second class? ………………… 141
Is this the right way to the temple? … 119
Is this the train for Boston? ………… 141
Is this the way to the shrine? ……… 37
It goes to Tokyo. ………………………… 123
It was nice meeting you. ……………… 25
It’s 10 o’clock. …………………………… 74
It’s 12 noon.………………………………… 74
It’s a beautiful day. ……………………… 71
It’s a quarter past nine. ………………… 75
It’s about a 20-minute walk. …………… 122
It’s about time I quit smoking. ……… 77
It’s about time to go to bed. ………… 77
It’s Alpha Airlines. ……………………… 137
It’s April 10th. ……………………………… 79
It’s best to take a taxi. ………………… 122
It’s cloudy. ………………………………… 70
It’s five minutes to seven. …………… 75
It’s Friday at last! ………………………… 78
It’s half past five. ………………………… 75
It’s Monday. ……………………………… 78
It’s on the right side. …………………… 121
It’s one o’clock sharp. ………………… 75

I was in an accident. …………………… 199
I was in the hospital for two weeks. … 111
I work as a volunteer teacher. ……… 87
I work at a department store. ………… 86
I work at a publishing company. …… 86
I work at a school. ……………………… 86
I work for an IT company. ……………… 87
I work in the food industry. …………… 87
I’d like a light meal. ……………………… 174
I’d like a smaller helping. ……………… 174
I’d like beef, please.……………………… 129
I’d like something soft. ………………… 174
I’d like to check in. ……………………… 144
I’d like to check out now. ……………… 144
I’d like to have some local food. …… 163
I’d like to look at the car. ……………… 142
I’d like to make a reservation. ………… 163
I’d like to order. …………………………… 170
I’d like to rent a car. …………………… 142
I’d like to rent this. ……………………… 142
I’d like to settle my bill now. ………… 145
I’d like to stay two hours longer. …… 144
I’d love to visit Ise Grand Shrine. …… 95
I’d love to visit Kiyomizu Temple. …… 95
I’d rather not. ……………………………… 31
I’ll be with you in a minute. …………… 49
I’ll call you back. ………………………… 157
I’ll come back. …………………………… 192
I’ll go with you. …………………………… 118
I’ll have a beer. …………………………… 91
I’ll have a cold sake. …………………… 91
I’ll have a red wine. ……………………… 91
I’ll have the salmon. …………………… 172
I’ll have the same. ……………………… 172
I’ll have the seafood. …………………… 173
I’ll have the set menu. ………………… 172
I’ll have the steak. ……………………… 173
I’ll help you. ………………………………… 118
I’ll pass, I think. …………………………… 192
I’ll see you this weekend. ……………… 27
I’ll send someone up. …………………… 159
I’ll show you on this map. ……………… 121
I’ll show you. ……………………………… 118
I’ll take this. ……………………………… 192
I’ll take two of these. …………………… 193
I’ll take you there. ……………………… 120
I’ll take you to a police box. …………… 120
I’ll take you to the station. …………… 120

It’s over there. …………………………… 121
It’s raining. ………………………………… 70
It’s so hot out there! …………………… 71
It’s Sunday today. ……………………… 78
It’s sunny. ………………………………… 70
It’s the coldest winter ever. ………… 73
It’s the only pleasure in my life. ……… 97
It’s three twenty. ………………………… 74
It’s Thursday. ……………………………… 79
It’s time for lunch. ……………………… 77
It’s time to go home. …………………… 77
It’s time to go to work. ………………… 77
It’s time to go. …………………………… 76
It’s time to leave. ………………………… 76
It’s time to party. ………………………… 76
It’s time to say goodbye. ……………… 77
It’s too big. ………………………………… 188
It’s too far to walk. ……………………… 122
It’s too long. ……………………………… 188
It’s too loose. ……………………………… 188
It’s Tuesday. ……………………………… 79
It’s Wednesday. ………………………… 79

【J】
Just a light meal, OK? ………………… 165
Just a minute. …………………………… 65
Just a moment, please. ……………… 155
Just a moment. ………………………… 65
Just drinks, OK? ………………………… 165
Just looking, thanks. …………………… 185

【L】
Let me see. ……………………………… 64
Let me think. ……………………………… 64
Let’s see, it’s ten forty-five. …………  75
Let’s see. ………………………………… 64
Life is beautiful. ………………………… 116
Life is not as bad as you think. ……… 117
Life is too short to worry about stupid 
things. ……………………………………… 117
Life is too short. ………………………… 116
Life is tough. ……………………………… 116
Life is worth living. ……………………… 117
Life isn’t all that easy. ………………… 117
Life isn’t always what you expect. … 117
Likewise. …………………………………… 25
Listen. ……………………………………… 59
Local beer, please. ……………………… 168

I’ll take your suggestion. ……………… 173
I’m a househusband. …………………… 87
I’m a housewife. ………………………… 87
I’m a light eater. ………………………… 88
I’m a widow. ……………………………… 114
I’m about to remarry. …………………… 115
I’m afraid I don’t know. ………………… 123
I’m afraid not. ……………………………… 31
I’m allergic to soba.……………………… 88
I’m an only child. ………………………… 81
I’m being helped, thanks. ……………… 185
I’m caring for my mother-in-law. ……… 111
I’m checking out. ………………………… 161
I’m coming. ………………………………… 155
I’m divorced. ……………………………… 114
I’m finished. ……………………………… 176
I’m going through menopause. ……… 109
I’m hard of hearing. ……………………… 105
I’m health conscious. …………………… 99
I’m in my sixties. ………………………… 84
I’m just fine. ……………………………… 21
I’m nearsighted and farsighted. …… 105
I’m not a picky eater. …………………… 88
I’m not bad. How about you? ………… 21
I’m not finished. ………………………… 176
I’m not quite ready. ……………………… 193
I’m not sure. ……………………………… 35
I’m OK. ……………………………………… 21
I’m over sixty. ……………………………… 84
I’m pretty good.…………………………… 21
I’m really feeling down. ………………… 67
I’m retired. ………………………………… 87
I’m Sachiko Yamada. …………………… 23
I’m Sachiko. ……………………………… 22
I’m Sato, Taro Sato. …………………… 23
I’m single. ………………………………… 114
I’m sixty-five. ……………………………… 84
I’m so sorry. ……………………………… 41
I’m sorry.（ごめんなさい） ………………… 50
I’m sorry.（お気の毒に） …………………… 54
I’m sorry about that. （それはごめんなさい）  
………………………………………………… 50
I’m sorry about that. （それはお気の毒に）54
I’m sorry about what happened. …… 55
I’m sorry for bothering you. …………… 51
I’m sorry for your loss. ………………… 55
I’m sorry I didn’t tell you. ……………… 51
I’m sorry I kept you waiting. …………… 51



【S】
Second class, please. ………………… 141
See you. …………………………………… 26
See you again. …………………………… 27
See you later. …………………………… 26
See you soon. …………………………… 26
See you tomorrow. ……………………… 27
See you, Mary. …………………………… 27
Seriously? ………………………………… 43
Seven, please. …………………………… 149
She had stomach cancer. …………… 115
She’s an age-defying beauty. ………… 85
Shorter, please. ………………………… 189
Small change, please. ………………… 150
Smoking, please. ………………………… 167
So I see. …………………………………… 33
So I’m taking a break from alcohol. … 105
Some ice, please. ……………………… 152
Some more bread, please. …………… 177
Some more wine, please. ……………… 177
Someone snatched my purse. ……… 197
Sorry, I didn’t get it. …………………… 35
Sorry, this is our best price. ………… 191
Sorry, wrong number. …………………… 157
Spring is just around the corner. …… 72
Stop at the Grand Hotel? …………… 139
Summer is coming. ……………………… 72
Sure.（いいですよ） ………………………… 29
Sure.（いえ、いえ） ………………………… 47
Sure.（どうぞ） ……………………………… 149
Sure, I’ll get you a doggy bag. ……… 179
Sure, you can. …………………………  161
Sure. Go right ahead. …………………… 127
Sure. No problem. ……………………… 47
Sure. What is it? ………………………… 59

【T】
Take bus number 15. …………………… 123
Take a local train from Track 3. …… 123
Take me to a clinic, please. ………… 200
Take me to a dentist, please. ……… 201
Take me to a drugstore, please. …… 200
Take me to a hospital, please. ……… 200
Talk to you later, Keiko. ……………… 27
Tanaka speaking.………………………… 157
Taxis come here? ……………………… 135
Tell you what. …………………………… 59
Tempura is my favorite. ……………… 89

Local wine, please. ……………………… 169
Look. ………………………………………… 59
Looks like it’s going to rain. ………… 71
Lunch, OK? ………………………………… 164

【M】
Make it two. ……………………………… 173
Make the bed, please. ………………… 154
MasterCard, OK? ………………………… 179
May I help you? …………………………… 147
May I see your passport? …………… 61
May I smoke? …………………………… 31
Measure me, please. …………………… 187
Medium, please. ………………………… 173
Mr. Smith, please. ……………………… 157
My bag’s gone! …………………………… 197
My blood sugar is high. ………………… 109
My budget is $500. ……………………… 191
My cholesterol levels are too high. … 109
My condolences. ………………………… 55
My father is in the hospital. ………… 110
My father-in-law is in a nursing home. … 110
My hobby is flower arranging. ……… 97
My hobby is listening to music. ……… 96
My hobby is reading books. …………… 96
My hobby is watching movies. ……… 96
My husband needs care. ……………… 111
My mother is in a home for the elderly. … 110
My mother needs level 3 care. ……… 111
My name is Sato. ………………………… 165
My pleasure. ……………………………… 47
My right leg hurts badly. ……………… 201
My sympathies. ………………………… 55
My wallet’s been stolen! ……………… 197
My wife is in her fifties. ………………… 85

【N】
Need some help? ………………………… 119
Never mind. ……………………………… 41
Nice meeting you. ……………………… 24
Nice meeting you too. ………………… 25
Nice seeing you. ………………………… 25
Nice talking with you. ………………… 25
Nice to have met you. ………………… 25
Nice to meet you. ……………………… 24
Nice to meet you too. ………………… 24
No. …………………………………………… 30
No big deal. ……………………………… 40

Ten o’clock, tomorrow. ………………… 189
Ten ones, please. ……………………… 151
Ten tens, please. ………………………… 150
Thank you. …………………………………  44
Thank you anyway. ……………………… 193
Thank you for coming. ………………… 45
Thank you for everything. ………………  45 
Thank you for inviting me. …………… 45
Thank you for the directions. ………… 47
Thank you for the gift. …………………  45
Thank you for waiting. …………………  45
Thank you for your concern. ………… 55
Thank you for your help. ……………… 44
Thank you so much. …………………… 44
Thank you very much. ………………… 53
Thank you, ma’am. ……………………… 155
Thank you. Goodbye. …………………… 63
Thanks. …………………………………… 45
Thanks a lot. ……………………………… 45
Thanks. Keep the change. …………… 137
That must be tough for you. ………… 111
That would be great. …………………… 167
That’ll be all. ……………………………… 193
That’s all right. …………………………… 41
That’s exactly right. …………………… 37
That’s it.（そうです） ……………………… 36
That’s it.（以上です） ……………………… 175
That’s not right. ………………………… 38
That’s not the case. …………………… 38
That’s not true. …………………………… 38
That’s not what I meant. ……………… 39
That’s OK. ………………………………… 41
That’s OK, Keiko. ………………………… 51
That’s right. ……………………………… 36
That’s the one. …………………………… 37
That’s the spirit! ………………………… 67
That’s too bad. …………………………… 55
That’s true. ………………………………… 36
That’s wrong. ……………………………… 39
The air conditioner doesn’t work. …… 158
The airport, please. ……………………… 136
The bath water is overflowing. ……… 159
The cherry blossoms are at their best. … 73
The Grand Hotel, please. ……………… 136
The lights don’t work. ………………… 159
The right size for me? ………………… 189
The same thing he’s having. ………… 173
The shower doesn’t work. …………… 158

No bother. ………………………………… 40
No dessert, thank you. ………………… 177
No more, thank you. …………………… 177
No need to apologize. ………………… 41
No porter, thank you. …………………… 145
No problem. ……………………………… 40
No problem at all. ……………………… 47
No problem, I can repeat it. ……………  35
No reservation, OK? …………………… 165
No, but she lives nearby. ……………… 83
No, but you can park over there. …… 143
No, have a seat. ………………………… 181
No, I’m the only daughter. …………… 81
No, it doesn’t. Take that bus. ………… 139
No, please don’t. ………………………… 30
No, thank you. …………………………… 30
No, thanks. ………………………………… 31
No, this is first class. …………………… 141
Nonsmoking, please. …………………… 167
Not a problem. …………………………… 41
Not ready yet. …………………………… 170
Not really. ………………………………… 31
Nothing to declare. ……………………… 131

【O】
Of course. ………………………………… 29
OK. …………………………………………… 47
OK. I’ll cheer up. ………………………… 117
Okay. ………………………………………… 33
On business. ……………………………… 130
On vacation. ……………………………… 130
One five and five ones, please. ……… 151
Orange juice, please. …………………… 128

【P】
Please don’t. ……………………………… 31
Please go ahead. ………………………… 149
Please hurry. ……………………………… 137
Please wait. ……………………………… 65
Positive. …………………………………… 43

【R】
Ready to order. …………………………… 170
Really? ……………………………………… 43
Right. ……………………………………… 37
Room service, please. ………………… 152
Room twelve fifteen, please. ………… 157



Where are you going? ………………… 119
Where can I catch that bus? ………… 135
Where can I get a taxi? ………………… 135
Where can I get breakfast? ………… 147
Where do I get a ticket? ……………… 139
Where does this train go? …………… 123
Where’s the cashier? …………………… 195
Where’s the dining room? …………… 147
Where’s the exit?………………………… 121
Where’s the fitting room? …………… 187
Where’s the lost and found? ………… 197
Where’s the mirror? …………………… 187
Where’s the nearest subway? ……… 135
Where’s the shoe section? …………… 183
Where’s the souvenir shop? ………… 183
Where’s the taxi stand? ……………… 135
Which bus to downtown? ……………… 138
Which bus to the Grand Hotel? ……… 138
Which line? ………………………………… 141
Which route for downtown? ………… 138
Which track for Boston? ……………… 141
White wine, please. ……………………… 128
Who is it? ………………………………… 155
Why not? …………………………………… 29
Winter is almost here. ………………… 72
Would you like beef or chicken? …… 129
Would you like to sit on the terrace? … 167
Wrong change. …………………………… 39
Wrong number. …………………………… 39

【Y】
Yes. ………………………………………… 28
Yes, follow the road. …………………… 119
Yes, I did. …………………………………… 33
Yes, it’s lovely. ……………………………  71
Yes, it’s perfect. ………………………… 185
Yes, please. ……………………………… 28
Yes, thank you. …………………………… 28
Yes, thanks. ……………………………… 29
Yes, that’s right. ………………………… 37
Yes, we do. Right this way. …………… 183
Yes. I’m in love with my nurse. ……… 115
You can get one in front of that hotel. … 135
You don’t look your age. ……………… 85
You know something? ………………… 58
You know what? ………………………… 58
You look great. …………………………… 187
You need to change to a local train. … 123

The summer has gotten hotter. …… 73
The toilet doesn’t flush. ……………… 159
The toilet is blocked. …………………… 159
The TV doesn’t work. …………………… 158
There you go.……………………………… 67
There’s a famous site nearby. ……… 95
There’s a good place near here. …… 163
There’s one right there. ……………… 121
This is a friend, Keiko. ………………… 23
This is for you. …………………………… 155
This is my husband. …………………… 22
This is my son. …………………………… 23
This is not what I ordered. …………… 39
This is not what I want. ……………… 39
This is room 710. ………………………… 156
This is Sato in room 102. ……………… 161
This is Tanaka. …………………………… 156
This’ll be fine. …………………………… 137
Three days, please. ……………………… 143
Tighter, please. …………………………… 189
To go, please. …………………………… 181
To this address, please. ……………… 136
Too expensive. …………………………… 191
Traveler’s checks, OK? ………………… 195
Turn left at that corner. ……………… 121
Two champagnes, please. …………… 169
Two for the bar, please. ……………… 166
Two hot teas, please. ………………… 153
Two keys, please. ……………………… 145
Two of these, please. ………………… 180
Two sandwiches to go, please. ……… 181
Two sandwiches, please. ……………… 153
Two small coffees, please. …………… 180
Two suitcases. …………………………… 161
Two white wines, please. ……………… 168
Two, please. ……………………………… 166

【V】
VISA, OK? ………………………………… 179

【W】
We got married by arrangement. …… 112
We got married in great love. ………… 112
We got married in Hawaii. …………… 112
We live in a condo. ……………………… 83
We met at a wine party. ……………… 113
We met through a mutual friend. …… 113
We went to Europe on honeymoon. … 113

You never know what you’re going to 
get in life. ………………………………… 117
You shouldn’t drink too much, right? … 105
You’re a gourmet. ……………………… 89
You’re joking. ……………………………… 43
You’re never too old to learn. ………… 85
You’re right. ……………………………… 37
You’re very welcome. …………………… 46
You’re welcome. ………………………… 46
You’ve lost me. …………………………… 35
Your health comes first. ……………… 99

We’d like some dessert later. ………… 175
We’d like two plates. …………………… 175
We’ll share the dish. …………………… 175
We’re a family of three. ………………… 83
We’re fine for now. Thanks. …………… 177
We’re happily married. ………………… 113
We’ve been married for 30 years. …… 113
Well... ………………………………………… 65
What are the breakfast hours? ……… 147
What day is it today? …………………… 79
What do you do on long autumn nights? 
………………………………………………… 73
What do you do to stay healthy? …… 99
What do you do? ………………………… 87
What do you enjoy doing? …………… 97
What do you like doing? ……………… 93
What do you recommend? …………… 171
What floor? ………………………………… 149
What kind of food do you like? ……… 89
What kind of wine do you like? ……… 91
What material is this? ………………… 189
What seems to be the problem? …… 201
What time is breakfast? ……………… 147
What time is it? ………………………… 75
What would you like to drink?………… 169
What’s the date today? ……………… 79
What’s the discount rate? …………… 190
What’s the house’s specialty? ……… 171
What’s the matter? …………………… 197
What’s the price? ……………………… 190
What’s the purpose of your visit? … 131
What’s the total? ………………………… 190
What’s the weather forecast? ……… 71
What’s this for? ………………………… 161
What’s today? …………………………… 79
What’s today’s special? ……………… 171
What’s wrong with me? ……………… 103
What’s wrong? …………………………… 107
What’s your favorite food? …………… 89
What’s your favorite Japanese food? … 89
When do you close? …………………… 183
When do you open? …………………… 183
When does it leave? …………………… 139
When will it be ready? ………………… 189
When winter comes, spring is not far 
behind. ……………………………………… 73
When’s checkout? ……………………… 145
Where are bags sold? ………………… 183


