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UNIT１０９（ページ２１８〜２１９）翻訳

To
We're going to New York on Sunday.
日曜日にNYへ行く予定です。

In / at
The Statue of Liberty is in New York.
自由の女神は、NYにあります。

I want to go to Mexico next year.
来年メキシコへ行きたいです。
We walked from my house to the mall.
家からショッピングモールまで歩きました。
What time do you go to bed?
何時に寝ましたか？
The bus is going to the airport.
そのバスは空港まで行きます。
Karen didn't go to work yesterday.
カレンは昨日仕事に行きませんでした。
I went to a party last night.
昨晩パーティに行きました。
We'd like you to come to our house.
私たちの家に来て頂きたいです。

My brother lives in Mexico.
私の兄（弟）はメキシコに住んでいます。
The best stores are in the mall.
いいお店はショッピングモールにあります。
I like to read in bed.
ベットで読書するのが好きです。

be / stay / do something in
The bus is at the airport.
バスは、空港に到着しています。
Sarah wasn't at work yesterday.
サラは昨日仕事にいませんでした。
I met a lot of people at the party.
パーティーでたくさんの人に会いました。
Helen stayed at her brother’s house.
ヘレンは彼女の兄（弟）の家に滞在しています。

I'm tired. I'm going home.
疲れています。家に帰ります。
Did you walk home?
歩いて家に帰りますか？

I'm staying (at) home tonight.
今夜家にいます。

彼らは先週ブラジルに到着しました。

They arrived in Brazil last week.

あなたは何時にホテルに到着しましたか？

What time did you arrive at the hotel?

あなたは何時にホテルに着きましたか？

What time did you get to the hotel?

あなたは何時に東京に着きましたか？

What time did you get to Tokyo?

家に帰った時、疲れていました。
家に着いた時、疲れていました。

I was tired when I got home.
I was tired when I arrived home.

Dan doesn't go to an office. He works at home.
ダンはオフィスに行きません。家で仕事をします。

EXERCISES（演習）:
ベットで読書するのが好きです。

I like reading in bed.

来月イタリアへ行きます。

We are going to Italy next month.

スーは、今メキシコで休暇中です。

Sue is on vacation in Mexico right now.

私は今日銀行へ行かなければなりません。

I have to go to the bank today.

疲れていたので、ベットで横になりました。

I was tired, so I stayed in bed.

あなたはいつも何時に寝ますか？

What time do you usually go to bed?

このバスは空港まで行きますか？

Does this bus go to the airport?

他の国に住みたいですか？

Would you like to live in another country?

ポーラは昨日仕事に行きませんでした。

Paula didn't go to work yesterday.

疲れています。家に帰ります。

I’m tired. I'm going home.

ティナは不調です。病院に行きました。

Tina is sick. She went to the doctor.

リズは家にいますか？
いいえ、彼女は仕事に行きました。

Is Liz at home?
No, she went to work.

そのフットボールのゲームで、２万人いました。

There were 20,000 people at the football game.

昨晩どうしてあなたは早く家に帰ったのですか？

Why did you go home early last night?

少年は川に飛び込み、向こう岸まで泳ぎました。

A boy jumped into the river and swam to the other side.

バス停で待っている人がたくさんいました。

There were a lot of people waiting at the bus stop.
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レストランで夕食をとって、それからホテルに戻りました。

We had dinner at a restaurant, and then we went back to the
hotel.

ジョーは明日きます。空港で彼に会う予定です。

Joe is coming tomorrow. I'm meeting him at the airport.

明日の夜コンサートに行く予定です。

We are going to a concert tomorrow night.

昨年チリに行きました。

I went to Chile last year.

チリにどれくらい滞在していましたか？

How long did you stay in Chile?

来年、何人かの友達に会いに日本へ行けたらと願っています。

Next year we hope to go to Japan to visit some friends.

今晩映画へ行きたいですか？

Do you want to go to the movies tonight?

駅で車を駐車しましたか？

Did you park your car at the station?

その事故の後、３名が病院へ連れていかれました。

After the accident, three people were taken to the hospital.

どれくらい頻繁に歯医者に行きますか？

How often do you go to the dentist?

サラはここにいますか？
いいえ、彼女はヘレンの家にいます。

Is Sarah here?
No, she's at Helen's.

私の家はこの突き当たりの左側にあります。

My houses at the end of the block on the left

マリアの家に行きましたが、彼女は（家に）いませんでした。

I went to Maria's house, but she wasn't at home.

タクシーがなかったので、歩いて家に帰らなければなりませんでした。

There were no taxis, so we had to walk home.

パーティで誰に会いましたか？
パーティへ行きませんでした。

Who did you meet at the party?
I didn't go to the party.

いつも何時に仕事場に着きますか？

What time do you usually get to work?

いつも感じに家に帰りますか？

What time do you usually get home?

パーティに何時に到着しましたか？

What time did you arrive at the party?

ダラスにいつ着きましたか？

When did you arrive in Dallas.

この飛行機は何時にパリに到着しますか？

What time does the plane get to Paris?

家にかなり遅く到着しました。

We arrived home very late.

今朝３時には、私は寝ていました。

At 3:00 this morning, I was in bed.

昨日ララパークへ行きました。

Yesterday I went to Lala Park.

昨日の朝１１：００、私はオフィスにいました。

At 11:00 yesterday morning, I was in my office.

いつか南アフリカへいってみたいです。

One day I’d like to go to South Africa.

病院に行くのが好きではありません。

I don't like going to the doctor.

昨晩９時に、私は自分のリビングルームにいました。

At 9:00 last night I was in my living room.
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