マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）

UNIT２３（ページ４６〜４７） 翻訳

1

誰かがドアをペンキで塗っています。（能動態）

Somebody is painting the door. (active)

2

そのドアはペンキで塗られているところです。（受動態）

The door is being painted. (passive)

3

私の車は車庫にあります。それは（今）修理されているところです。

My car is at the garage. It is being repaired.

4

公園の向かい側にいくつかの新しい家が建てられているところです。

Some new houses are being built across from the park

5

そのオフィスは今、キレイにされているところです。

The office is being cleaned right now

6

そのオフィスは毎日キレイにされます。

The office is cleaned every day.

アメリカではフットボールの試合は通常週末にプレイされますが、次の週末
は、大きな試合はプレイされません。

In the United States, football games are usually played on the
weekends, but no big games are being played next weekend.

8

誰かがそのドアにペンキを塗りました。（能動態）

Somebody has painted the door. (active)

9

ドアはペンキが塗られました。（受動態）

The door has been painted. (passive)

10

私の鍵は盗まれました。

My key has been stolen.

11

私の鍵（複数）は盗まれました。

My keys have been stolen.

12

私はそのパーティに出席しません。招待されませんでした。

I'm not going to the party. I haven't been invited.

13

このシャツは、洗濯されましたか？

Has this shirt been washed?

14

その部屋はもはや汚くはありません。キレイにされました。

The room isn't dirty anymore. It has been cleaned.

15

その部屋は昨日キレイにされました。

The room was cleaned yesterday.

16

鍵を見つけることができません。盗まれたと思います。

I can't find my keys. I think they have been stolen.

17

私の鍵は、先週盗まれました。

My keys were stolen last week.

7

EXERCISES（演習）:
18

その車は修理されているところです。

The car is being repaired.

19

橋が建てられているところです。

A bridge is being built.

20

その窓は洗われているところです。

The windows are being washed.

21

その芝生は刈られているところです。

The grass is being cut.

22

そのオフィスはキレイにされているところです。

The office is being cleaned.

23

そのシャツはアイロンがけされました。

The shirts have been ironed.

24

そのドアは壊れました。

The window has been broken.

25

その屋根は、修繕されているところです。

The roof is being repaired.

26

車は損傷を受けました。

The car has been damaged.

27

家は、取り壊されているところです。

The houses are being torn down.

28

それらの木は伐採されました。

The trees have been cut down.

29

彼らはパーティに招待されました。

They have been invited to a party.

30

今オフィスが使えません。ペンキが塗られているところです。

I can't use my office right now. It is being painted.

31

私たちはそのパーティには行きませんでした。招待されませんでした。

We didn't go to the party. We weren't invited.

32

洗濯機が壊れましたが、今は大丈夫です。修理されました。

The washing machine was broken, but it's okay now. It has been
repaired.

33

その洗濯機は昨日の午後に修理されました。

The washing machine was repaired yesterday afternoon.

34

工場とは、物が作られる場所です。

A factory is a place where things are made.
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35

これらの家は建ってどれくらいですか？いつ建てられましたか？

How old are these houses? When were they built?

そのコンピューターは今使われていますか？
はい、スティーブが使っています。

Is the computer being used at the moment?
Yes, Steve is using it.

37

このような花を今までに見たことがありません。何と呼びますか？

I've never seen these flowers before. What are they called?

38

私は昨日浜辺で、サングラスを盗まれました。

My sunglasses were stolen at the beach yesterday.

39

その橋は閉鎖されています。先週、被害を受け、まだ修繕されていません。

The bridge is closed. It was damaged last week, and it has not been
repaired yet.

36
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