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Thank you Mr. / Ms. 〜.
ありがとうございました、〜せんせい。

Thank you for teaching us (again) (today), Mr. / Ms. 〜.
（きょうも）（また）おしえてくれてありがとうございました、〜先生。

Thank you for the English lesson, Mr. / Ms. 〜.
えいごのじゅぎょうをありがとうございました、〜先生。

I enjoyed your class / had a good time / lot of fun (today).
（今日の）授業を楽しみました。

Thank you for teaching us on this (hot, humid) day, Mr. / Ms. 〜.
（暑い、むし暑い）日に教えてくれてありがとうございました、〜先生。

Thank you for your (interesting) English lesson this afternoon, Mr. / Ms. 〜.
今日の午後の（おもしろい）英語の授業をありがとうございました、〜先生。

Thank you for your (very) kind instruction, Mr. / Ms. 〜.
（とても）親切な授業をありがとうございました、〜先生。

Thank you for being strict about pronunciation, Mr. / Ms. 〜.
発音にきびしくしてくれてありがとうございました、〜先生。

Thank you for (carefully) correcting my English diary, Mr. / Ms. 〜.
英語の日記を（注意深く）直してくれてありがとうございました、〜先生。

Thank you for letting us play the 1-2-3 Game.  It was fun.
123ゲームをさせてくれてありがとうございました。楽しかったです。

Thank you for teaching us English on this (cold, windy November evening), Mr. / Ms. 〜.
（寒くて風の強い11月の夜）に教えてくれてありがとうございました、〜先生。

Thank you for teaching us, even though you're not feeling well, Mr. / Ms. 〜.
具合が良くないのに教えてくれてありがとうございました、〜先生。

Thank you for teaching us the new 〜 game.  It was difficult, but fun.
新しい〜を教えてくれてありがとうございました。むずかしかったけれど、楽しかったです。

Thank you my handsome, kind, intelligent teacher for another exciting English language lesson ...
ハンサムでやさしくてかしこい先生、また興奮するくらいの英語の授業をありがとうございました。

The class / new card game / was fun.
じゅぎょうは／あたらしいカードゲームは／たのしかったです。

I liked the 〜 game.
〜のゲームがすきでした。

It's too bad 〜 (san) was absent.
〜（さん）が休みで、ざんねんでした。

I promise to / do (all) my homework / listen (10) times.
宿題を（全部）することを／（10）回聞くことを／約束します。

The class was interesting / enjoyable / difficult.
授業は／おもしろかった／楽しかった／むずかしかった／です。

The / Your / lesson was difficult, but interesting.
レッスンは／先生のレッスンは／むずかしかったけれど、楽しかったです。

My favorite thing / activity / today was 〜.
今日一番好きだった／こと／内容／は〜です。

I'll try to get a perfect seal (again) next week.
来週（また）カンペキシールを取るようにします。

I'll work hard on / try to memorize / my speech this week.
今週スピーチを（覚えるために）がんばります。



By the way, I like your tie / that's a nice 〜 you're wearing.
ところで、先生のネクタイが好きです。／先生の着ている（している、身につけている）〜が好きです。

Please help me with my writing again next week.
書いたことについて、来週また手伝ってください。

I enjoyed (the word cube game).  Let's play it again next week / soon.
（ワードキューブゲーム）を楽しみました。来週／またすぐに／やりましょう。

How long have you been waiting / studying English?
どのくらい／待っていましたか？／英語を勉強していましたか？

What did you do on / going to next / Sunday?
日曜日に何をしましたか？／次の日曜日に何をしますか？

How did you come here today?
今日ここにどうやって来ましたか？

How long / did / will / it take you to / get here / go home?
ここへ来るのにどのくらいかかりましたか？／家へ帰るのにどのくらいかかりますか？

How far do you live from here?
ここからどのくらい遠くに住んでいますか？

What was your mother doing when you left today?
出かけたときお母さんは何をしていましたか？

What's your favorite possession?
一番好きな持ち物は何ですか？

What's your father's / mother's occupation?
お父さんの／お母さんの仕事は何ですか？

What do you want to be when you grow up?
大きくなったら何になりたいですか？

When was the last time / did you last eat / ski?
最後に／食べたのは／スキーをしたのは／いつでしたか？

Have you ever / been to 〜 / broken a bone / eaten (avocado) / ridden / horse / unicycle?
今までに／〜へ行ったことは／骨を折ったことは／（アボカド）を食べたことは／馬に乗ったことは／一輪車に乗ったことは／ありますか？


