
1 ホームステイの間 21 料理が得意 41 ～のおかげで

2 ～の一員 22 1つ問題がある 42 目の不自由な人のための点字

3 その家のルールに従う 23 ～を…に置く 43 みんなのため

4 何か質問 24 大量の料理 44 ペットボトル

5 彼らとコミュニケーションをとる 25 私の皿の上に 45 特別な形

6 恥ずかしがらないで 26 彼の気持ちを傷つける 46 よくある例

7 滞在を楽しんで 27 何て言えばいい？ 47 手すりの点字

8 何か家のルールはありますか 28 年配の夫婦 48 階段のそばのスロープ

9 家に帰る 29 退屈する 49 重たい荷物

10 なるほど・分かりました 30 することが何もない 50 自由の女神

11 ひとりで外出する 31 ～しませんか？

12 安全じゃないの？ 32 彼女の趣味のひとつ

13 ～にとっては違う 33 結局・最終的には

14 あなたを迎えに行く 34 素晴らしい経験

15 風呂を使い終わる 35 ～しようとし続ける

16 長すぎる 36 AとB両方

17 10分以内に 37 ユニバーサルデザイン

18 こんな短い時間で 38 学びに来る

19 水を節約する 39 こちらを見てください

20 シャワーを浴びる 40 注意深く見てtake our showers Look carefully

save water Look over here

点

such a short time come and learn

in ten minutes universal design 名前

too long both A and B

finish using the bathroom keep trying to ～ 　合格するまでチャレンジしましょう

pick you up a great experience 　再テスト…15日(月)～17日(水)の期間

not for ～ after all ・90点未満の場合は再テストあり(希望者のみ)

Isn't it safe ? one of her hobbies ・90点以上で合格

go out alone Why don't we ～? ・2点×50問=100点満点

I see. I have nothing to do the Statue of Liberty

come home get bored heavy luggage

Are there any house rules? an elderly couple the ramp be the stairs

enjoy your stay What can I say ? braille on the handrail

Don't be shy hurt his feelings common example

communicate with them on my plate a special shape

any question too much food plastic bottle

follow the house rules put ～ on … for all people

a member of ～ There's one problem. braille for blind people
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during your homestay (be) good at cooking Thanks to ～
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