
マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）　UNIT２１（ページ４２～４３） 翻訳

1
ピーターはいますか？ 
いいえ、彼は家に帰りました。

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

2 昨日ポーラを見かけました。 I saw Paula yesterday.

3 日曜日の午後あなたはどこにいましたか？ Where were you on Sunday afternoon?

4 私たちは去年休暇を取りませんでした。 We didn't take a vacation last year.

4
昨晩あなたは何をしましたか？ 

家にいました。
What did you do last night? 
I stayed at home.

5
ウイリアム・シェークスピアは1564年から1616まで生きました。彼は作
家でした。彼はたくさんの演劇や詩を書きました。

William Shakespeare lived from 1564 to 1616. He was a writer. He 
wrote many plays and poems.

6 あなたはいつコンピューターを買いましたか？ When did you buy your computer?

7 アンディは何時に出掛けましたか？ What time did Andy go out?

8 私は鍵を失くしました。 I have lost my key. 
I lost my key.

9 ベンは家に帰りました。 Been has gone home. 
Ben went home.

10 ランチは食べましたか？ Have you had lunch? 
Did you have lunch?

11 その手紙はまだ届いていません。 The letter hasn't arrived yet. 
The letter didn't arrive yet.

12
スペインに行ったことはありますか？ 
去年にスペインに行きましたか？

Have you ever been to Spain? 
Did you go to Spain last year?

13
私の友人は作家です。彼はたくさんの本を書きました。 

ウィリアム・シェークスピアはたくさんの演劇と詩を書きました。
My friend is a writer. He has written many books. 
William Shakespeare wrote many plays and poems.

14
その手紙はまだ届いていません。 
その手紙は昨日届きませんでした。

The letter hasn't arrived yet. 
The letter didn't arrive yesterday.

15
私たちは６年間ボストンに住んでいました。 

私たちは６年間シカゴに住んでいましたが、今はボストンに住んでいます。
We’ve lived in Boston for six years. 
We lived in Chicago for six years, but now we live in Boston.

EXERCISES（演習）:

16
ランチは食べましたか？ 
はい、１時間前に食べました。

Have you had lunch? 
Yes, I had it an hour ago.

17
新しい仕事を始めましたか？ 

はい、先週始めました。
Have you started your new job? 
Yes, I started it last week.

18
お友達は到着しましたか？ 
はい、彼らは金曜日に到着しました。

Have your friends arrived? 
Yes, they arrived on Friday.

19
サラは出掛けましたか？ 

はい、彼女は５時に出掛けました。
Has Sarah gone out? 
Yes, she went out at 5:00.

20
新しいスーツを着ましたか？ 

はい、昨日着ました。
Have you worn your new suit? 
Yes, I wore it yesterday.

21 鍵を失くしました。見つけられません。 I have lost my key. I can't find it.

22 昨日ケイトを見かけましたか？ Did you see Kate yesterday?

23 ２時に仕事を終えました。 I finished my work at 2:00.

24 今準備ができました。仕事を終えました。 I am ready now. I’ve finished my work.
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25 何時に仕事を終えましたか？ What time did you finish your work?

26 スーはここにいません。彼女は出掛けました。 Sue isn't here. She's gone out.

27 スティーブのお祖母さんは２年前に亡くなりました。 Steve's grandmother died two years ago.

28 昨晩あなたはどこにいましたか？ Where were you last night?

29 私の友人は作家です。彼はたくさんの本を書いたことがあります。 My friend is a writer. He has written many books.

30 昨日の午後、テニスをしました。 I played tennis yesterday afternoon.

31 昨晩何時に寝ましたか？ What time did you go to bed last night?

32 今まで有名な人に会ったことはありますか？ Have you ever met a famous person?

33 昨日の天気はあまり良くありませんでした。 The weather wasn't very good yesterday.

34
キャシーはたくさん旅行します。彼女は多くの国を訪れたことがありま
す。

Kathy travels a lot. She has visited many countries.

35 今朝出る前に、その証明を消しました。 I turned off the light before leaving this morning.

36 今はニューヨークに住んでいますが、長い間メキシコに住んでいました。 I live in New York now, but I lived in Mexico for many years.

37
ペルーはどんな場所ですか？美しいですか？ 

わかりません。そこへ行ったことがありません。
What's Peru like? Is it beautiful? 
I don't know. I haven't been there.

38

今までフロリダに行ったことはありますか？ 

はい、２年前に休暇でそこへ行きました。 
いい時間を過ごせましたか？ 

はい、素晴らしかったです。

Have you ever been to Florida? 
Yes, we went there on vacation two years ago. 

Did you have a good time? 
Yes, it was great.

39

あなたの友達は何（仕事）をしていますか？ 
彼女は画家です。彼女は自分の画でたくさんの賞を取っています。 

彼女の画をいくつか見たことはありますか？ 

はい、先週いくつか見ました。

What does your friend do? 
She's a painter. She has won many prizes for her paintings. 

Have you seen any of her paintings? 
Yes, I saw some of her work last week.

40

ローズは工場で働いていますが、彼女はたくさんの違った仕事をしてい
ました。５年前、彼女はレストランでウエートレスをしていました。そ
の後、彼女は農場で働いていましたが、それはあまり楽しくなかったよ
うです。

Rose works in a factory, but she has had a lot of different jobs. Five 
years ago she was a waitress in a restaurant. After that, she worked 
on a ranch, but she didn't enjoy it very much.

41

マーティンの妹（姉）を知っていますか？ 

何回か見かけたことはありますが、一度も話したことはありません。あ
なたは彼女と今まで話したことはありますか？ 
はい、先週パーティーで会いました。彼女はとてもいい人です。

Do you know Martin's sister? 

I have seen her a few times, but I have never spoken. Have you 
ever spoken to her? 

Yes, I met her at a party last week. She's very nice.
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