マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）

UNIT１９（ページ３８〜３９） 翻訳

MEMORY CHALLENGE

1

彼の車は汚れています。

His car is dirty.

2

彼は車を洗っています。

He is washing his car.

彼は車を洗い終わりました。
（今、彼の車は綺麗です。）

He has washed his car.
(＝ his car is clean now)

4

２人は家にいます。

They are at home.

5

２人は出かけるところです。

They are going out.

２人は出かけてしまいました。
（今は２人は家にいません。）

They have gone out.
(= They are not at home now.)

パスポートを失くしました。

I've lost my passport.

レベッカはどこですか？
彼女は寝てしまいました。

Where is Rebecca?
She's gone to bed.

9

私たちは新しい車を買いました。

We've bought a new car.

10

明日レベッカの誕生日で、彼女へのプレゼントを（まだ）買っていません。

It's Rachel's birthday tomorrow, and I haven't bought her a
present.

3

6
7
8

11

12
13

14

ボブは休暇で出ています。

Bob is away on vacation.
Oh, where has he gone?

そう、彼はどこへ行きましたか？
あなたは私の兄（弟）に会ったことがありますか？そうでなければ、紹介しま

Have you met my brother, or should I introduce you?

しょうか？
私は大学ではとても遅いタイピストでしたが、速くなりました。

I was a very slow typist in college, but I've gotten faster.

あなたの鍵はどこですか？

Where's your key?
I've lost it.
I lost it.

失くしました。
失くしました。
ピーターはここにいますか？

15

Is Peter here?
No, he's gone home.
He went home.

いいえ、彼は家に帰りました。
彼は家に帰りました。
私たちは新しい車を買いました。
私たちは新しい車を買いました。

We've bought a new car.
We bought a new car.

17

私は鍵を昨日失くしました。

I lost my key yesterday.

18

私たちは先週新しい車を買いました。

16

We bought a new car last week.
EXERCISES（演習）:

19

彼女は車を洗い終えました。

She has washed her car.

20

彼はそのドアを閉めました。

He has closed the door.

21

２人は寝ました。

They have gone to bed.

22

雨が止みました。

It has stopped raining.

23

彼はシャワーを浴び終えました。

He has taken a shower.

24

その絵は落下しました。

The picture has fallen down.

リー・ミングはここにいません。彼は家に帰りました。

Lee Ming isn't here. He went home.
He has gone home.

25

26

27

彼は家に帰りました。
私は彼らに電話する必要はありません。彼らに手紙を書きました。
私は彼らに手紙を書きました。
カレンはパーティーに来ません。彼女は腕を骨折しました。
彼女は腕を骨折しました。
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I don't need to call them. I wrote them a letter.
I have written them a letter.
Karen's not coming to the party. She broke her arm.
She has broken her arm.
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28

29

私の兄（弟）と彼の妻はもうここには住んでいません。彼らはシアトルに引っ越
しました。彼らはシアトルへ引っ越しました。
私は間違いました。
私は間違いました。
私は財布を紛失しました。

30

私は財布を紛失しました。
どこかで見ませんでしたか？
どこかで見ませんでしたか？
聞いた？

My brother and his wife don't live here anymore. They moved
to Seattle.
They have moved to Seattle.
I made a big mistake.
I have made a big mistake.
I lost my wallet.
I have lost my wallet.
Did you see it anywhere?
Have you seen it anywhere?

マーク、結婚したそうですよ。

Did you hear?
Mark got married.

聞いた？

Have you heard?
Mark has got married. / Mark has gotten married.

31
マーク、結婚したそうですよ。
32

33

34

35

買い物をしました。
買い物をしました。
ブライアンは私に聞きもせずに私のバイクをまた持って行きました。
ブライアンは私に聞きもせずに私のバイクをまた持って行きました。
その良い知らせを友達に伝えましたか？
その良い知らせを友達に伝えましたか？
電気料金を払いませんでした。
電気料金を払いませんでした。
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I've done the shopping.
I did the shopping.
Brian has taken my bike again without asking.
Brian took my bike again without asking.
Have you told your friends the good news?
Did you tell your friends the good news?
We haven't paid the electric bill.
We didn't pay the electric bill.
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