Level B1 General English

out of / short of / full of / enough ~
過不足の程度を表す表現

Lesson 29

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

We are out of black ones.
黒は品切れです。

2 SITUATION
状況
Mika is shopping with James to look for a new digital camera.
ミカは新しいデジタルカメラを探して ジェームスとお買いものに来ました。

3 DIALOGUE
ダイアログ
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。

: What do you think about this digital
camera ?

Mika

James : I like the pink one, it’s better than black.
: Pink?! I'm sick and tired of your lack of
taste.

Mika

James : Why? Everybody has black. I just think
that pink is unique and nobody has it.

: I don’t think pink would suit me. I’ll buy the
black one.

Mika

Attendant:

I’m sorry, we are out of the black ones but
we have the pink one in stock.

James: There you go. It’s fate.

ミカ：
このデジタルカメラ、どう？

ジェームス：
黒よりピンクの方が好きだけど。
ミカ：
ピンク？！あなたのセンスのなさにはうん
ざりするわ。
ジェームス：
なんで？黒なんて皆もっているし、ピンク
はユニークだし、誰も持ってないって思うだ
けだよ。
ミカ：
ピンクが私に似合うとは思えないわ。 黒
にする。

店員：
申し訳ございません。只今、黒は品切れで
して、ピンクなら在庫はございますが、、。
ジェームス：ほらね。運命だよ。

4 VOCABULARY
語い

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

sick and tired うんざりする
lack of taste センスがない
suits me 似合う

out of 品切れ
fate 運命
unique ユニークな、珍しい
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

We are out of black ones.
黒は品切れです。
Describing Quantities
数量を表す

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

I wanted to buy the new CD but they were out of it.

新しいCDを買いたかったけれど、在庫切れだった。

I couldn’t finish the exam because I was out of time.

時間が足りなくて、テストを全部回答できなかった。

They are short of staff today so we might have to
wait a while for our food.

今日は従業員の数が足りないので、配膳されるまで
時間がかかるかもしれない。

I am a little short of cash today so can I borrow
1000 yen?

今日は手持ちの現金がちょっと足りないので、千円借
りられますか?

The new shop was full of tourists wanting to buy
souvenirs.

新しいお店はお土産を買いたい旅行客で満員だ。

The cake was full of nuts so I could not eat it.

ケーキにナッツがたくさん入っているので、食べるこ
とができない。

I don’t have enough money to pay for both of us so
can we split the bill?

二人分の料金を払えるほどお金がないので、半分払
ってもらえますか？

There isn’t enough room for all of us to fit in one
car so can we take two?

一台の車では全員のれるスペースがないので、二台
使えますか？

6 ACTIVITY
練習

Activity : Answer these questions.
練習： 以下の質問に対して答えてみましょう 。

1. Do you have enough time to study everyday ?
2. Do you spend in excess of your income.?
3. Do you have sufficient sleep?
4. Are you short of vitamin B and iron in your diet?

Hints
ヒント
much

enough / full of / sufficient for / perfectly / adequate / excess of
out of / short of / shortage of / lack of / insufficient / deficiency in
less
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